
男 　近藤・本田　（東レ草津） 　中田・重原　（石原産業）

女 　浅井・松島　（ＢＫＴＣ） 　赤坂・平沢　（ＪＡＭ）

男 　粟津・重原　（石原産業） 　近藤・本田　（東レ草津）

女 　小谷・道瀬　（ＢＫＴＣ） 　妹尾・赤坂　（桜ヶ丘）

男 　粟津・重原　（石原産業） 　河野・岡　　（ダイキン）

女 　浅井・大林　（桜ヶ丘TC） 　妹尾・猪保　（立石電機）

男 　田中・河野　（ダイキン） 　岡・河野　（ダイキン）

女 　松島・松井　（若草TC） 　小谷・赤坂　（桜ヶ丘TC）

男 　本田・大倉　（東レ草津・YANN） 　嶋田・中阪　（松下冷機）

女 　松島・吉村　（若草TC） 　増田・伊藤　（イーグルJC）

男 　本田・大倉　（東レ草津・YANN） 　岡島・浅井　（932ユニティ）

女 　下楠・石塚　（若草TC） 　牧野・小林　（932ユニティ）

男 　中阪・中村　（松下冷機） 　嶋田・荒木　（松下冷機）

女 　石塚・松井　（サンデモ） 　磯部・中原　（若草TC）

男

女

男 　大倉・峯尾　（グリーンヒル） 　入野・石角　（湖南・滋賀医大）

女 　石塚・山崎　（サンデモ・932ユニティ） 　奥田・小崎　（932ユニティ）

男

女

男 　河野・岡　　（ダイキン） 　北川・本持　（イングス）

女 　星野・丸木　（イングス） 　草名・野澤　（ウィンブルドン）

男 　北川・本持　（イングス） 　佐本･入野　（イングス）

女 　浜地・水野　（イングス） 　草名・野澤　（ウィンブルドン）

男 　佐本･入野　（イングス） 　江崎・長谷部　（グリーンヒル）

女 　西村・木村　（イングス） 　星野・山本　（イングス）

男 　松永・伊藤　（草津TC） 　二宮・薬丸　（松下エアコン）

女 　中道・桐畑　（草津MID） 　浜地・森本　（イングス）

男 　高橋・斉藤　（草津MID） 　原野・本田　（東レ草津）

女 　森田・浜地　（イングス） 　山口・松永　（グリーンヒル）

男 　中江・谷口　（草津MID） 　白川・西野　（草津MID）

女 　河津・下村　（ウィンブルドン） 　浜地・森田　（イングス）

男 　勝部・柳川　（ウィング） 　本田・原野　（東レ草津）

女 　森田・山口　（イングス） 　浜地・津野　（イングス）

男 　津川・福田　（グリーンヒル） 　上岡・山形　（ウィングフィールド）

女 　高木・水野　（ヤバセ） 　加地・山口　（ヤバセ）

男 　河田・安井　（東レ草津） 　小口・田中　（イングス）

女 　加地・潮　（ヤバセ） 　松永・山口　（グリーンヒル）

男 　奥村・池田　（イングス） 　久保・新貝　（グリーンヒル）

女 　小池・河津　（ヤバセ・ウィンブルドン） 　松永・荒木　（グリーンヒル）

男 　奥村・池田　（イングス） 　山形・前川　（ウィングフィールド）

女 　山口・桐畑　（グリーンヒル） 　小池・河津　（丸井・ウィンブルドン）

男 　奥村・池田　（イングス） 　大倉・久保　（グリーンヒル）

女 　山口・桐畑　（グリーンヒル） 　小池・河津　（丸井・ウィンブルドン）

男 　小口・宮崎　（イングス） 　大倉・潤井　（グリーンヒル）

女 　下村・河津　（ウィンブルドン） 　鹿谷・前田　（キャノン）

男 　小口・宮崎　（イングス） 　吉岡・青山　（東レ草津）

女 　中原・橘　（グリーンヒル） 　左藤・朝野　（グリーンヒル）

男 　山下・西村　（立命LAVTTZ） 　中村・堀口　（ヤバセ）

女 　下村・小林　（ウィンブルドン） 　南・佐藤　（MONKEY SMASH・松下冷蔵庫）

男 　久保・山倉　（グリーンヒル） 　大村・岡田　（湖南TC）

女 　南・堀井　（MONKEY SMASH・クレセント） 　下村・小林　（ウィンブルドン）

男A 　吉川・吉川　（立命LAVTTZ・ウィングフィールド）　 　鬼武・今西　（立命LAVTTZ）

男B 　藤村・藤村　（パナソニック草津・個人） 　原田・大槻　（BLT・個人）

女A 　中島・藤田　（立命LAVTTZ） 　米田・橘　（グリーンヒル）

女B 　中原・木下　（グリーンヒル） 　松永・三塚　（ウィンブルドン・個人）

男A 　今西・鬼武　（立命LAVTTZ）　 　目片・久保　（フリー（ヤバセ））

男B 　井上・高坂　（湖南テニスクラブ） 　北野・村上　（YANN）

女A 　竹内・家倉　（MONKEY SMASH・フリー） 　津野･脇田　（マシナリーT・T）

女B 　佐野・日野　（フリー） 　朝野・横山　（グリーンヒル）
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男A 　檜山・久保（YANN） 　永尾・山中（Y.T.A・フリー）

男B 　　　　　雨天でベスト４で中止

女A 　田中・真鍋（ARROWS・フリー） 　田中・石原（ＹＡＮＮ・フリー）

女B 　　　　　雨天中止

男A 　中村・久保（ヤバセ・YANN） 　堀口・岩淵（ヤバセ・フリー）

男B 　原田・西堀（サンデモ） 　小路・小路（PTE）

男C 　福島・松村（Shippers） 　杉本・渡邉（パナソニック）

女A 　脇田・叶丸（マシナリー・SNTC） 　

女B 　伊藤・山田（TAクレセント）

女C 　井上・猪野（テニシア） 　中田・浅野（きらく会・テニシア）

男A 　上野・上野（フリー） 　平光・山崎（オムロン）

男B 　井上・峰（湖南TC・フリー） 　鍵谷・浅田（フリー）

男C 　小川原・杉本（パナソニック草津） 　堀田・京極（きらく会）

女A 申込み少なく不成立

女B 　深尾・山崎（SNTC・草津市役所） 　西澤・木下（スマッシュ・グリーンヒル）

女C 　梅田・駒村（テニシア） 　井上・遠藤（テニシア）?

男A 　中村・堀口（ヤバセＴＡ） 　漆原・小嶋（フリー）

男B 　齊田・井尻（フリー） 　坂口・三浦（フリー）

男C 　中山・早矢仕（フリー） 　堀田・中嶋（きらく会）

女A 　三和・松田（ARROWS TS） 　

女B 　朝野・横山（グリーンヒル）

女C 　北川・前川（フリー）

小男 　甲斐・若松（パブリックTE）

男A 　中嶋達也・水田大輔（フリー） 　藤井正和・岡仁史（ＳＮＴＣ）

男B 　中山幸典・堀場俊宏（ＳＮＴＣ・フリー） 　石垣健司・田中隆司（パナソニックエアコン）

男C 　平田将之・福島茂嘉（シッパーズ） 　渡邉正人・杉本修平（パナソニックエアコン）

中学男 　森下桐衣・川田瑞基（フリー）

女A 　岩崎順子・濵田晴香（ＳＮＴＣ） 　三代梨絵・土肥佑子（ＹＡＮＮ）

女B 　北川円香・前川美恵（パナソニックエアコン） 　高田純子・小山直子（ＳＮＴＣ・フリー）

女C 　塩見千恵・藤野恵美（フリー） 　中田鈴江・吉村冨美（テニシア）

中学女 　繁益春音・橋詰咲笑（フリー） 　田中くれあ・久田遥菜（PTE）

男A 　船津祥平・榎本尚史（ノア南草津） 　吉野純也・浅田洋史（Team LINK・フリー）

男B 　中山幸典・北村健（Team LINK） 　塩谷敦彦・山本良人（Team LINK）

男C 　井上裕司・森本亨（湖南TC・フリー） 　木下克則・森本秀治（フリー）

中学男

女A 　緑川多希子・寺山愛子（ＳＮＴＣ）

女B 　伊藤牧子・須田和美（Team LINK・PTE草津）

女C 　中田鈴江・日置靖子（きらく会・追分TC） 　猪野みち子・井上順子（テニシア）

中学女 　橋詰咲笑・山田日葵（フリー）

男A 　堀口明徳(YTA)・岩渕光紀（フリー） 　河野恒太・阿部智貴（フリー）

男B 　平光則仁（オムロン）・藤井裕次（フリー） 　森本雅晴（パナソニック）・武田一孝（フリー）

男C 　下村裕也・甲斐田亮（もちテニ） 　遠藤豪・菅井光博（シッパーズ）

女A 　南久美（フリー）藤井真紀子(YANN ）

女B 　田中美和・小西由美子（NEXT） 　藤野恵美・塩見千恵（きらく会）

女C 　谷美智代・山田路恵（きらく会） 　浅野美幸・井上順子（テニシア）

小学生 　三好碧生(PTE草津)・西垣翼（フリー） 　田中悠斗(PTE草津）・中村伯(YTA）
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　　　　　　　　　優　　勝

　平成29年

草津市テニスダブルス歴代の優勝・準優勝者(２)

　平成27年


