
第３５回 悠久オープンテニスダブルス大会　　結果

２０２２年５月２９日(日)　　小千谷市　白山運動公園

一般男子

優勝
今井　翔平 たまかけ

棚橋　航平 たまかけ

準優勝
田中　慎也 ヨネックス㈱

佐藤　千央 たまかけ

３位
山田　雄亮 たまかけ

一般女子

優勝
福田　江梨子 ジャンボITS

阿部　愛子

３位
眞保　斉子 ファミリーITC

品田　啓子 マリンブルーTS

３位
横山　由紀江 ヨネックスクラブ

米山　絵里奈 オレンジTC

丸山　賀史 たまかけ

スポーツガーデン新潟

準優勝
玉田　　樹 YONEX㈱

岩渕　英理 ゴーゴーズ

３位
小川　拓海 たまかけ

斎藤　快理 たまかけ

準優勝
石丸　一仁 三条ファミリーTC

伊藤　孝幸

さくらTC

MYTC

５５歳以上女子

優勝
小柳　洋子 ササキTC

渡辺　桂子 ファミリーITC

準優勝
佐藤　明美 ファミリーITC

４５歳以上男子

優勝
小池　貴弘 柏崎マイン

丸山　　茂 ゴーゴーズ

窪田　和幸 エリート

山岸　静子 ファミリーITC

５５歳以上男子

優勝
岩崎　　毅 マリンブルーTC

加藤　直樹 ファミリーITC

準優勝
横山　徳義



№1

シード № 選手名 所属 1Ｒ 2Ｒ 3Ｒ SF F WINNER

玉田　　樹 YONEX㈱
岩渕　英理 ゴーゴーズ 玉田・岩渕
八木　佐代子 MYTC 46.63.10-4

神藏　友里恵 スポーツガーデン新潟 八木・神藏

槇　　美喜 さくらTC WO 21 玉田・岩渕
猪口　美紀 クエスト 62.63

堀　　弓子 ヨネックスクラブ

永井　真理 ヨネックスクラブ 畑川・坂井
畑川　百合子 ジャンボITS 62,60
坂井　留利子 ゴーゴーズ 玉田・岩渕
眞保　斉子 ファミリーITC 60.63
品田　啓子 マリンブルーTS 眞保・品田

60.64

木村　美恵子 六日町ローンTC 眞保・品田
中山　千鶴 MYTC 64.63
中村　尚美 テニス同好会
五十嵐　泰子 ジャンボITS 4 中村・五十嵐
土谷　明佳音 ファミリーITC 62.46.10-6

寺尾　あずみ YeLL 福田・阿部
五十嵐　理紗 マリンブルTS 76（2）.61
宮内　梨沙 ジャンボITS 斉藤・遠山
斉藤　真美 T&S新発田ITS WO
遠山　麻美 荒川TC
平元　明子 ジャンボITS 横山・米山
田村　美里 ファミリーITC 46.62.10-7

横山・米山
横山　由紀江 ヨネックスクラブ 64.64
米山　絵里奈 オレンジTC 福田・阿部
高山　美恵子 MYTC 62.64
荒井　　睦 YeLL 高山・荒井
渡部　恵里加 ファミリーITC WO
相馬　沙季 ファミリーITC
成海　世季 YeLL 福田・阿部
山﨑　祐子 T&S新発田ITS 62.62

福田・阿部
福田　江梨子 ジャンボITS 62.75
阿部　愛子 スポーツガーデン新潟

シード № 選手名 所属 SF F WINNER

佐藤　明美 ファミリーITC
山岸　静子 ファミリーITC 佐藤・山岸
髙橋　愉香 アピアTC 64.36.10-4

田中　妙子 小出グリーンTC 小柳・渡辺
小柳　洋子 ササキTC 61.64
渡辺　桂子 ファミリーITC 小柳・渡辺
佐藤　美佐子 アピアTC 62.76(4)
竹田　万里子 白竜テニスクラブ

第３５回 悠久オープンテニスダブルス大会　

２０２２年５月２９日(日)　　小千谷市　白山運動公園（砂入り人工芝８面）
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№2

シード № 選手名 所属 1Ｒ SF F

今井　翔平 たまかけ

棚橋　航平 たまかけ 今井・棚橋

佐々木　次方 Colors 64.57.10-8

渡辺　健太郎 てにんちゅ 今井・棚橋

今村　勇斗 ヨネックス㈱ 76（1）.63

出口　昇平 ヨネックス㈱ 山田・丸山

山田　雄亮 たまかけ 75.62

丸山　賀史 たまかけ

山崎　悠太 ヨネックス㈱

佐藤　大祐 たまかけ 小川・斎藤

小川　拓海 たまかけ 64.75

斎藤　快理 たまかけ 田中・佐藤

田中　慎也 ヨネックス㈱ 64.63

佐藤　千央 たまかけ 田中・佐藤

涌井　裕貴 Kimera 64.46.10-7

臼井　久樹 ゴーゴーズ

シード № 選手名 所属 1 2 3 勝敗 勝率 順位

小池　貴弘 柏崎マイン

丸山　　茂 ゴーゴーズ

石丸　一仁 三条ファミリーTC

伊藤　孝幸 MYTC

A.Cordell ジャンボITS

田村　和明 マリンブルーTS

シード № 選手名 所属 SF F WINNER

田邉　　清 Treasur-Box

石黒　和利 西蒲区テニス協会 横山・窪田

横山　徳義 さくらTC 60.46.10-6

窪田　和幸 エリート 25 岩崎・加藤

入山　いおり ファミリーITC 60.62

松野　陽一 ゴーゴーズ 岩崎・加藤

岩崎　　毅 マリンブルーTC 61.63

加藤　直樹 ファミリーITC
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一 般 男 子（８）
WINNER

① 1


