
栄区テニス大会入賞者

ベテラン団体戦
年
度

回 優 勝 ２ 位 ３ 位 ４ 位 ５ 位 ６ 位 ７ 位 ８ 位

2008
(H20)

ﾃｽﾄ

ＨＡＮＡとおじさん
（ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞTC）
上田稔　　　　宮原章子
佐藤明夫　　榎本有子
渡部貞吉　　山谷彰子
小見輝広

ビューティアンドビート
（ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞTC）
安東卓夫　　遠藤俊子
河野吉宏　　梅田伸子
堀弘泰　　　小山孝子

福ちゃんず
（上郷GHTC）
福村久信　鈴木容子
金田紀明　昼間真紀子
樋口善享　佐伯礼子
中沢幸隆　小枝麗子

ベラ
（上郷GHTC）
山中正巳　大塚多賀子
岩渕俊彦　中原薫
青井茂樹　西崎政江
　　　　　　　館岡喜久子

ル・ポン
（本郷台T同好会）
真木栄三　高多三千子
関根行人　雨宮清美
比野洋志　真木伸子
本田泰稔　丸山洋子

アルカン・スイエル
（本郷台T同好会）
森野槙雄　　南雲睦子
中浩之　　　森野綾子
西川紀彦　若林瑠恵子
島田隆男　林明子

ポンポン上郷
（KTCｱｸﾃｨﾌﾞ）
黒瀬紘　　　西條則子
西條眞澄　横尾美南子
田辺煕　　　岩崎澄子
岩崎勲　　　斉藤和子

プリンスメロン
（ﾌﾟﾘﾝｽﾊｲﾂTC）
林健一　　　林孝子
夏目昌一　夏目節子
浅野利夫　池田喜和子
仲井正浩

2009
(H21)

1

ハナとおじさん
（ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞTC）
上田稔　　　　飯島純子
佐藤明夫　　三橋豊子
安東卓夫　　坂本美穂
三橋博光　　武田節子

ル・ポン
（本郷台T同好会）
真木栄三　丸山洋子
森野槙雄　高多三千子
中浩之　　森野
小山

ベラ
（上郷GHTC）
山中正巳　 大塚多賀子
岩渕俊彦　 中原薫
宇田川正敏 佐藤八重子
　　　　　　　　丹野邦子

上郷ネットインズ
（上郷GHTC）
多久島重宏館岡喜久子
中野和正　小枝麗子
田中守三　田中泰世
　　          小森真弓
             今村むつ美

ポンポコ
（KTCｱｸﾃｨﾌﾞ）
黒瀬紘　　横尾美南子
西條眞澄 石井
本田　　　斉藤和子
木村　　　上島

ミラクルプリンス
（ﾌﾟﾘﾝｽﾊｲﾂTC）
浅野利夫　池田喜和子
夏目昌一　　夏目節子
林健一　　　　林孝子

2010
(H22)

2

ＨＡＮＡとおじさん
（ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞTC）
上田稔　　　　飯島純子
佐藤明夫　　　山谷彰子
渡部貞吉　　　岩瀬博美
安東卓夫　　　武田節子

サラブレッド１０３
（ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞTC）
杉山秀樹　　三橋豊子
三橋博光　　高松ひさ子
戸上雄司　　尾山知子
中村僚司
岡本毅

ベラ
（上郷GHTC）
山中正巳　佐藤八重子
岩渕俊彦　大塚多賀子
宇田川正敏　中原薫
安井秀樹　西崎政江

上郷ネットインズ
（上郷GHTC）
多久島重宏館岡喜久子
中野和正　小枝麗子
田中守三　田中泰世
　　　　　　　宮入よし子

ＳＫＴＫＧ
（湘南桂台・上郷GHTC）
鈴木修一　　矢島政江
浅見宗男　　長嶋ひとみ
山田　　　　　鈴木容子
堀河勲

ル・ポン
（本郷台T同好会）
森野槙雄　丸山洋子
本田泰稔　高多三千子
中浩之　　平澤美恵子
　　　　　　　森野綾子

パピヨン
（ﾌﾟﾘﾝｽﾊｲﾂTC）
林健一　　　夏目節子
夏目昌一　池田喜和子
浅野利夫　　林孝子
嶺秀昭　　　　三好麻美

2011
(H23)

3

ナマズ
（上郷GHTC）
木下正利　鼠屋万知子
横田昭紀　　三箇まゆみ
阿部　　　   館岡喜久子
永嶋國男　　　鈴木容子

ＨＡＮＡとおじさん
（ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞTC）
上田稔　　　　飯島純子
佐藤明夫　　山谷彰子
村井功一     榎本有子
安東卓夫　　　根来

ベラ
（上郷GHTC）
山中正巳　佐藤八重子
岩渕俊彦　大塚多賀子
宇田川正敏　前田泰子

上郷ネットインズ
（上郷GHTC）
多久島重宏　小枝麗子
後藤節雄　　今村むつ美
中野和正　　田中泰世
青井茂樹　　西崎政江

Ｂｌｕｅ　Ｓｋｙ
（本郷台T同）
鈴木　　　　 高多三千子
本田泰稔　　南雲睦子
中浩之　　　丸山洋子
藤本　　　　森野

パンドブレ
（プリンスハイツＴＣ）
夏目昌一　　夏目節子
浅野利夫　　林孝子
松田　　　　三好麻美

2012
(H24)

4

ＨＡＮＡとおじさん
（ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞTC）
佐藤明夫　　宮原章子　上
田稔　　　　飯島純子
岡本明　　　　山谷彰子
村井功一　　金ヶ崎紀子

上郷ネットインズ
（上郷GHTC）
多久島重宏　宮入よしこ
青井茂樹　　　田中泰世
浜浦宏全　　　中原薫
中野和正　　　西崎政江

ナマズ
（上郷GHTC）
木下正利　鼠屋万知子　三
箇豊　　三箇まゆみ　　萩野
良充　 館岡喜久子

マイルド杉ちゃん
（ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞTC）
杉山秀樹　　岩瀬博美
安東卓夫　　西村泉
岡本毅　　　高松ひさ子
三橋博光　　三橋豊子

ベラ
（上郷GHTC）
山中正巳　佐藤八重子
宇田川正敏大塚多賀子
安井秀樹　　芳仲冨美

ｍｏｒｉｃｙａｎｓ
（プリンスハイツＴＣ）
夏目昌一　　夏目節子
池田　　　　池田喜和子
林健一　　　　嶺
　　　　　　　　三好麻美

2013
(H25)

5

ＨＡＮＡとおじさん
（ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞTC）
上田稔　　　金ヶ崎紀子　岡
本明　　　宮原章子　　村井
功一　　山谷彰子
三橋博光　　遠藤俊子

上郷ネットインズ
（グループＫ）
多久島重宏　田中泰世
中野和正　　中原薫
堀河勲　　　鈴木容子
宮入信　　　宮入よしこ

マイルド杉ちゃん
（ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞTC）
杉山秀樹　　飯島純子　　長
谷川　　　　西村泉
渡部貞吉　　岩瀬博美
西川聖　　　北村佐代子

ベラ
（グループＫ）
山中正巳　佐藤八重子　岩
渕俊彦　大塚多賀子
安井秀樹　　中山久恵

ブルーウエーブス
（プリンスハイツＴＣ）
林健一　　　三好麻見　　三
好哲夫　夏目節子　　　夏目
昌一　水越斐子
浅野利夫
島内三四郎

2014
(H26)

6

ＨＡＮＡとおじさん
（ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞTC）
上田稔　　　　宮原章子　岡
本明　　　　高久百合子
佐藤明夫　　榎本有子
三橋博光　　高松ひさ子

楽しい飲み会
（ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞTC）
藤岡愼治　　飯島純子　　安
東卓夫　　西村泉
村井功一　　岩瀬博美
西川聖　　　根来

上郷ネットインズ
（グループＫ）
多久島重宏    佐藤八重子
浅見宗男　　大塚多賀子青
井茂樹　　鈴木容子
西坂明比古　中原薫

チームＮ
（グループＫ）
中野和正　館岡喜久子
濱浦宏全　三箇まゆみ
三箇豊　　濱浦多恵子
高橋憲吾　　竹ノ内

プリンスレモネード
（プリンスハイツＴＣ）
嶺　　　　　　夏目節子
村山正弘　　池田喜和子
夏目昌一　　三好麻見
島内三四郎　嶺

2015
(H27)

7

上郷ネットインズ
（グループＫ・サンブリッジＴＣ）

多久島重宏   　  佐藤八重子
宮入信　　　　鈴木容子
堀河勲　　　　中山久恵
松崎信宏
長瀬宏

ＨＡＮＡとおじさん
（ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞTC）
上田稔　　　　宮原章子　岡
本明　　　　高久百合子
佐藤明夫　　　佐藤直美
佐々木勝彦　金ヶ崎紀子三
橋博光　　小山孝子

チームＮ
（グループＫ）
中野和正　館岡喜久子
浅見宗男　大塚多賀子
三箇豊　　　芳仲冨美
大橋武史

ＧＴオクトパス
（グリーンテラスＴ同）
後藤功　　　福寿知恵子
川上裕臣　　橘いづみ　　大
倉規勇　　浜名晴美　久米
章禄

楽しい飲み会
（ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞTC）
藤岡愼治　　飯島純子　　安
東卓夫　　西村泉
村井功一　　岩瀬博美
杉山秀樹　　八田羽照美

チームスウィング
（グループＫ）
永田雅幸　　谷喜美子　　長
谷川紀夫　竹ノ内慶子
山下和彦　　柴崎喜代美
千葉克之

2016
(H28)

8

ＨＡＮＡとおじさん
（ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞTC）
岡本明　　　　宮原章子
上田稔　　　　山谷彰子
佐々木勝彦　高久百合子
佐藤明夫　　佐藤直美　三
橋博光　　金ヶ崎紀子

上郷ネットインズ
（グループＫ・サンブリッジＴＣ）

多久島重宏   　  佐藤八重子
浅見宗男　　鈴木容子
長瀬宏　　　　中山久恵
松崎信宏　　芳仲冨美
　　　　　　　　中原薫

チームＮ
（グループＫ）
中野和正　　館岡喜久子
三箇豊　　　大塚多賀子
大橋武史　　三箇まゆみ

ＧＴオクトパス
（グリーンテラスＴ同）
久米章禄　　福寿知恵子
後藤功　　　三宅順子　　川
上裕臣　　橘いづみ　　　大
倉規勇　　仙波淑恵

チームサタデー
（グループＫ）
濱浦廣全　　濱浦多恵子
山崎雄仁　　柴崎喜代美
守屋彰二　　竹ノ内慶子

サンダーバード
（プリンスハイツＴＣ）
夏目昌一　　池田喜和子
森脇健次　　清水弘美
浅野利夫　　中野美和子
林健一　　　夏目節子

ベスト４ ベスト４

ベスト４
ベスト４

第５位 第５位


