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第31 山本杯シングルステニス選手権大会第31 山本杯シングルステニス選手権大会第31 山本杯シングルステニス選手権大会第31 山本杯シングルステニス選手権大会
2014年1月26日(日)、予備日 2月15日(土)  沼津市営愛鷹運動公園テニスコート

壮年男子壮年男子壮年男子壮年男子

9:30 9:00

9:00
9:30

9:30 9:00

9:30

[1] 1 森野　英夫 (イシバシテニスガーデン) 6 佐田　信幸 (アクトスポーツクラブ)

2 小西　岳志 (フリー) 7 今井　清隆 (ＴＣＴ)

3 持田　裕彦 (東芝テック) 8 壹岐　源士 (トーシン)

4 小池　光伸 (ＴＣＴ) 9 脊戸川　卓 (メリーポピンズ)

5 佐藤　弘 (三菱アルミ) 10 渋谷　幸一 (フリー)

[2] 11 後藤　寛 (リコー)



第31 山本杯シングルステニス選手権大会第31 山本杯シングルステニス選手権大会第31 山本杯シングルステニス選手権大会第31 山本杯シングルステニス選手権大会
2014年1月26日(日)、予備日 2月15日(土)  沼津市営愛鷹運動公園テニスコート

55歳男子55歳男子55歳男子55歳男子

10:00 9:00

9:00
10:00

10:00 9:00

9:00
10:00

[1] 1 水野　俊夫 (アクトスポーツクラブ) 7 岩口　智由 (アクトスポーツクラブ)

2 津田　一生 (静岡県ｼﾙﾊﾞｰﾃﾆｽ教会) 8 外山　直通 (富士市役所)

3 遠藤　眞弘 (トーシン) 9 毛利　秀一 (丹那テニスクラブ)

4 藤井　正人 (沼津テニスクラブ) 10 堀江　薫雄 (沼津テニスクラブ)

5 下古谷　寿志 (富士桜) 11 大川　徹 (アクトスポーツクラブ)

6 竹内　進 (モムス) [2] 12 長倉　雅秋 (J-ARASHI)



第31 山本杯シングルステニス選手権大会第31 山本杯シングルステニス選手権大会第31 山本杯シングルステニス選手権大会第31 山本杯シングルステニス選手権大会
2014年1月26日(日)、予備日 2月15日(土)  沼津市営愛鷹運動公園テニスコート

一般女子一般女子一般女子一般女子

10:00 9:00

9:00

9:00

[1] 1 杉本　恵子 (クレストン) 4 田中　杏莉 (フリー)

2 天野　瑞紀 (沼津市立沼津高校) 5 鈴木　香苗 (さくらテニスクラブ)

3 中川　由香 (イシバシテニスガーデン) 6 水谷　茂美 (メリーポピンズ)

[2] 7 松山　晶子 (ＴＣＴ)


