
年令別ミックステニス大会(個人戦)歴代優勝者一覧表（１/２）

 ３０才 代 ４０才 以上 ５０才 以上 ６０才 以上

 嶋田 知己･嶋田 弥生  小川 恵造･山下 英子  浅尾 　司･綿木 義子

     (穴生クラブ)       (高見クラブ)      (小倉ＬＴＣ)

 小柳 明久･小柳 茂子  小川 恵造･山下 英子  船木 信昭･藤田 信子

     (苅田ＬＴＣ)       (高見クラブ)      (穴生クラブ)

3  H 5

 永田 秀明･川畑 玲子  谷口　勉･川田 洋子  中口 昇二･梅田 宣子

 (北九ｳｴｽﾄ･穴生ｸﾗﾌﾞ)  (小野田化学･ﾋﾞﾊﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)   (穴生ｸﾗﾌﾞ･門司ｸﾗﾌﾞ)

 敷田 司郎･篠原 純子  小野修七郎･小野恵津子  豊田 享良･梅田 宣子

     (城山クラブ)      (北九ウエスト)       (門司クラブ)

 貴戸 一郎･富田 朋子  嶋田 知己･嶋田弥生  工藤 兼治･永弘 貴子

 (豊前ｸﾗﾌﾞ･北九ｳｴｽﾄ)      (穴生クラブ)       (青山クラブ)

 田中   晃･田中玲子  山内 宗一･江頭 洋子  小川 恵造・山下 英子

     (オーガスト)  (住友金属･北九ｳｴｽﾄ)       (高見ＬＴＣ)

 秋葉 裕美･吉川 裕美  嶋田 知己･嶋田 弥生  小川 恵造･山下 英子

 (三菱化学･中央ｲﾝﾄﾞｱ)   (新日鐵穴生ｸﾗﾌﾞ)       (高見ＬＴＣ)

 秋葉 裕美･吉川 裕美  永田 秀明･川畑 玲子  簑田　宏･久保田哲子

 (三菱化学･中央ｲﾝﾄﾞｱ)   　  (北九州ｳｴｽﾄ)    　(新日鉄穴生ｸ)

 大野   広･下村美紀子  安部 和昌・江頭 洋子  簑田　宏･久保田哲子

  　　(パワーズ)    (BSTC･北九州ｳｴｽﾄ)    　(新日鉄穴生ｸ)

 大野   広･下村美紀子  塩田 一彦･川田 洋子  簑田　宏･久保田哲子

  　　(パワーズ)  (城山ｸﾗﾌﾞ･北九州ﾌﾟﾘﾝｽ)    　(新日鉄穴生ｸ)

 猪口 訓之･吉野 規子  秋葉 裕美･大石かをる  簑田　宏･久保田哲子

  (ﾊﾟﾜｰｽﾞ･北九州ｳｴｽﾄ)  (新日鉄穴生ｸ･三萩野ｸ)    　(新日鉄穴生ｸ)

 池村 直之･久保川美智子  秋葉 裕美･大石かをる  嶋田 知巳･久保田哲子

 (北九州ﾃﾆｽ倶･三萩野ｸﾗﾌﾞ)  (新日鉄穴生ｸ･ＴＴＣ)  　　(新日鉄穴生ｸ)

 高橋 博丈･萱嶌 菜穂  秋葉 裕美・大石かをる  嶋田 知巳･嶋田 弥生

   　 (キャンプ２)  (新日鉄穴生ｸ･ＴＴＣ)    　(新日鉄穴生ｸ)

 浦郷  隆･内田    舞  大野  広･角田久美恵  松本 宗治･廣吉 弘子

 (ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ･Water Lily)  　 （パワーズ)  (行橋ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ･丸山ｸﾗﾌﾞ

 十時 民雄･芳賀 陽子  小柳 正幸･川畑 玲子  嶋田 知己･久保田哲子

 (ｷｬﾝﾌﾟ･ﾂｰ･芦屋ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)  (ＴＴＣ･北九州ｳｴｽﾄ)  　　(新日鉄穴生ｸ)

 平井 崇･山本 美保  小柳 正幸･小柳 玲子  松本 宗治･廣吉 弘子

 (hiraiTS･WaterLily)    　(ネクストワールド)  (行橋ﾃﾆｽｸ･丸山ｸﾗﾌﾞ)

 山本　悟･大西 千世  平井 崇･小庄司康江  中田 成二･橋本由紀子 笠野 博稔･加藤 靖子

(ＢＫＴ)  (hiraiTS･ﾋﾞｯｸﾞｽﾗﾝｼﾞｪ)  (北九市役所･北九ｳｴｽﾄ)    (新日鉄八幡)

 山本　悟･大西 千世  冨高吉之丞・本田　得子  秋葉　裕美・藤崎　友子

(ＢＫＴ) 　（月曜倶楽部・北九州テニス倶） （新日鉄穴生ク・新日鉄八幡）

 高橋 博丈･高橋 菜穂  山本　圭一・神田　美幸  平井　崇・小柳　玲子  松本　宗治・廣吉　弘子

(オンザロード) (ＴＵＮＣ)  (グランディール・北九州ウエスト)  (行橋ＴＣ・ネクストワールド)

 大蔵　謙治･村上 千世  高橋 博丈･高橋 菜穂  小柳 正幸･小柳　玲子  秋葉　裕美・藤崎　友子

　　(オンザロード) (オンザロード)  (ネクストワールド･北九州ｳｴｽﾄ) （新日鉄穴生ク・新日鉄八幡）

 大蔵　謙治･村上 千世  小野 敏孝･松本 早苗  中田 成二･橋本　由紀子  秋葉　裕美・藤崎　友子

(オンザロード) (新日鉄八幡)  (北九州市役所･北九州ｳｴｽﾄ) （グランディール・新日鉄八幡）

 大蔵　謙治･村上 千世  高橋 博丈･高橋 菜穂  小柳 正幸･小柳　玲子  秋葉　裕美・山本　容子

(オンザロード) (オンザロード)  (Ｂ・Ｋ・Ｔ･北九州ｳｴｽﾄ) （グランディール・北九州ウエスト）

 大蔵　謙治･村上 千世  高橋 博丈･高橋 菜穂  矢野　隆・大槻　良子  秋葉　裕美・濱村　壽子

　　(オンザロード)  (オンザロード・Water Lily) （新日鉄住金八幡・穴生ＴＣ） （グランディール・丸山クラブ）

 上床　昌幸･田中 菜美子  高橋 博丈･高橋 菜穂  小柳 正幸･小柳　玲子  秋葉　裕美・栗谷　由美子

(オンザロード・田川ＴＣ) (オンザロード)  (Ｂ・Ｋ・Ｔ･北九州ｳｴｽﾄ) （グランディール・北九州ウエスト）

 松平　洋次郎･長野 麻美  高橋 博丈･高橋 菜穂  小柳 正幸･小柳　玲子  秋葉　裕美・栗谷　由美子

(門司ＬＴＣ)  (オンザロード・Water Lily)  (Ｂ・Ｋ・Ｔ･グランディール) （グランディール・北九州ウエスト）

年令別ミックステニス大会(個人戦)歴代優勝者一覧表（２/２）
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 [スポレク・リハーサル大会](チーム戦)実施のため，個人戦中止]
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 ３０才 代 ４０才 以上 ５０才 以上 ６０才 以上

 山邉　剛･上田　智美  大蔵　謙治･村上 千世 小柳 正幸･小柳　玲子  秋葉　裕美・福田　実千江

(ＫＴＳ) 　　(オンザロード)  (Ｂ・Ｋ・Ｔ･グランディール) （グランディール・フリー）

 安藤　武実･松田　愛子  知屋城　浩･梅野　美和  北村　慎一郎･若狭　祐子  中田　成二・橋本　由紀子

(オンザロード・ＫＴＳ) (安川電機八幡) (新日鉄住金八幡) （北九州市役所・北九州ウエスト）

 山邉　剛･上田　智美 十時　民雄・谷岡　ゆかり  小野　敏孝･松本　早苗  秋葉　裕美・金田　光子

(ＫＴＳ)  (オンザロード・テニスＤＩＶＯ) (日本製鉄八幡) （グランディール・穴生テニスクラブ）

内田　駿大・後藤　杏里 眞田　智・板東　すずこ  小野　敏孝･松本　早苗 平井　崇・角田　久美恵

　　(フリー・オンザロード) 　　(フリー・オーガストＴＣ) (日本製鉄八幡) (ｈｉｒａｉ．ＴＳ・田川テニスクラブ)
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