
弘前ＴＣ ロイヤル 弘前ＴＣ ロイヤル 弘前ＴＣ ロイヤル 弘前ＴＣ ロイヤル 弘前ＴＣ ロイヤル

9:25 櫛引利貞 西川孝 小野良子 藤原泰子 成谷郁子 吉村明美 中路和子 藤原祐子 石山新太郎 八重樫真紀子

村上貴輝 神初見 原田和紀 斉藤修 竹内規夫 和田英輝 小玉正志 小川慎司 山邊靖 太田博

9:55 小玉倫也 佐藤和弘 齊藤順子 佐藤幸恵 引田雅典 齋藤民明 小玉正志 成田清英 小野良子 福原真理子

伊藤悟 東海林利哉 竹島千秋 安藤不二子 松井志津彦 鈴木孝明 高梨信吾 後藤勤 成谷郁子 阿部佳代子

10:25 竹内規夫 藤原泰子 櫛引利貞 斉藤修 中路和子 吉村明美 原田和紀 西川孝 村上貴輝 和田英輝

小玉倫也 神初見 石山新太郎 小川慎司 齊藤順子 八重樫真紀子 松井志津彦 太田博 山邊靖 藤原祐子

10:55 竹島千秋 阿部佳代子 小野良子 安藤不二子 伊藤悟 福原真理子 原田和紀 後藤勤 成谷郁子 佐藤幸恵

引田雅典 成田清英 山邊靖 佐藤和弘 小玉正志 齋藤民明 石山新太郎 鈴木孝明 高梨信吾 東海林利哉

11:25 竹島千秋 藤原泰子 小玉倫也 吉村明美 齊藤順子 和田英輝 高梨信吾 小川慎司 伊藤悟 八重樫真紀子

中路和子 藤原祐子 松井志津彦 斉藤修 櫛引利貞 太田博 村上貴輝 神初見 竹内規夫 西川孝

11:55 石山新太郎 成田清英 中路和子 阿部佳代子 成谷郁子 安藤不二子 齊藤順子 福原真理子 原田和紀 齋藤民明

小玉正志 佐藤和弘 小野良子 佐藤幸恵 引田雅典 後藤勤 村上貴輝 鈴木孝明 山邊靖 東海林利哉

結果　　　弘前ＴＣ１６勝　　モリオカロイヤル11勝　　　　３引き分け

⑥－０ ④－３ ３－④ ⑤－３ ４－⑤

④－３ ⑤－３ ４－⑤ ⑥－１ ４－⑤

３－④ ⑥－１ ３－④ ⑥－１ ⑥－１

２－⑤ １－④ ⑥－２ ⑤－３ ⑤－２

５－５ ⑥－１ ０－⑥ ４－⑤ ⑤－２

４－４ ３－３ ０－⑥ ⑤－２ ⑤－２

第36回　弘前テニスクラブ対抗戦　対戦表
平成29年8月6日（日）

1コート 2コート 3コート 4コート 5コート



13:10 高梨信吾 伊藤悟 引田雅典 竹内規夫 松井志津彦 櫛引利貞 竹島千秋 小野良子 小玉倫也 小玉正志

八重樫真紀子 藤原祐子 小川慎司 和田英輝 藤原泰子 吉村明美 神初見 西川孝 太田博 斉藤修

13:31 中路和子 成谷郁子 原田和紀 石山新太郎 松井志津彦 伊藤悟 齊藤順子 竹島千秋 山邊靖 村上貴輝

佐藤幸恵 福原真理子 阿部佳代子 安藤不二子 成田清英 佐藤和弘 齋藤民明 後藤勤 内藤奬哲 鈴木孝明

13:52 竹内規夫 中路和子 櫛引利貞 齊藤順子 高梨信吾 小玉正志 小玉倫也 山邊靖 引田雅典 小野良子

吉村明美 内藤奬哲 八重樫真紀子 神初見 西川孝 小川慎司 和田英輝 藤原泰子 藤原祐子 太田博

14:15 松井志津彦 阿部佳代子 石山新太郎 伊藤悟 竹島千秋
３－３

成谷郁子 原田和紀 斉藤修 鈴木孝明 村上貴輝

福原真理子 西川孝 成田清英 後藤勤 安藤不二子 15‐40 佐藤幸恵 横澤美里 佐藤和弘 太田博 齋藤民明

14:37 櫛引利貞 佐藤和弘 小玉倫也
３－３

安藤不二子 竹内規夫 斉藤修 引田雅典 八重樫真紀子 高梨信吾 成田清英

15:00 後藤勤 鈴木孝明 吉村明美 30‐30 小川慎司 佐藤幸恵 藤原祐子 和田英輝 福原真理子 藤原泰子 阿部佳代子

２－⑥

３－３ ２－２

⑤－２ ２－⑤ ④－３ ④－２

２－③ ３－３ ③－２ ⑤－２ １－④

④－１ １－④ １－④ ④－２ ３－３

弘前テニスクラブ・モリオカロイヤル　交流戦

1コート 2コート 3コート 4コート 5コート

１－⑥ ３－３ ３－３

２－④ ２－２ ３－④


