
平成22年度　室蘭テニス協会主催大会　戦績一覧
【ダブルス】

大会名 順位 男子1部 女子1部 壮年男子 壮年女子 老壮男子 老壮女子 男子2部 女子2部 男子3部 女子3部
優勝 森口 渡辺 飛騨 斎藤（葉）

室蘭ダブルス 梅田 伊藤 渡辺 高山
5月9日 準優勝 高橋 中村 佐藤（正） 松田

土田 向川 佐藤（伸） 前塚
第3位 北村 本田 太田 大杉

渡辺 高見（葉） 水野 本間
第3位 篠原 岡崎 垣原

秋山 丸田 上野
優勝 森口 鈴木 加藤 安部 溝口 永田（尊）

ダンロップ杯 梅田 岡崎 福地 高橋 谷口 永田（佳）
7月19日 準優勝 渡辺 木村 清水 津村 福井 本間

北村 樺澤 佐藤 丸田 三宅 大杉
第3位 高橋 伊藤 大友 鈴木

土田 熊澤 飛騨 松本
第3位 篠原 渡辺 板倉

秋山 本田 斎藤
優勝 渡辺 新松

室蘭選手権 森口 渡辺
9月13日 準優勝 加藤 安部

福地 高橋
第3位 伊藤 本田

伊藤 高見（葉）
第3位 駒澤 木村

江口 丸田
優勝 福地 安部 垣原 永田（尊）

市民体育大会 北村 高見（葉） 上野 永田（佳）
10月4日 準優勝 手塚 高橋 湊 鍋田

秋山 本田 佐藤（友） 島田
第3位 佐藤（宏） 丸田 大萱生 本間

篠原 岡崎 水野 大杉
第3位 児玉 木村 飛騨 川崎

佐藤（良） 五十嵐 嶋崎 佐藤（文）
優勝 加藤 向川

室内選手権 森口 中村
12月26-27日 準優勝 高橋 渡辺

渡辺 本田
第3位 篠原 安部

佐藤(琢) 高見(葉)
第3位 鈴木(隆) 高橋

代永 樺澤
優勝 加藤 高橋 垣原 大坂

室内大会 福地 本田 上野 斉藤(順)
3月13-14日 準優勝 秋山 新松 湊 大杉

森口 渡辺 佐藤（友） 本間
第3位 篠原 木村 大萱生 永田（尊）

佐藤(良) 伊藤 篠原(正) 永田（佳）
第3位 佐藤(琢) 安部

大森 高見

【シングルス】
大会名 順位 男子1部 女子1部 壮年男子 壮年女子 老壮男子 老壮女子 男子2部 女子2部 男子3部 女子3部

優勝 秋山薫 猪又あかね 元木朗 石川ヒデノリ 高山美佳
道新杯 準優勝 加茂川詠児 本田美智代 太田聡 大友博之 代永美千世

6月5-6日 第3位 藤田敦士 中川小雪 辻山雅昭 永田佳子
第3位 代永敏仁 鈴木七海 佐藤友哉 斎藤葉子
優勝 森口至 猪又あかね 加藤努 太田昌信 斎藤葉子

本田杯 準優勝 秋山薫 新松紘未 樺澤茂男 石川ヒデノリ 永田尊子
8月15-16日 第3位 篠原淳 代永美千世 太田聡 阿部浩二 高崎理佐子

第3位 手塚大喜 渡辺美希 合田成美 阿達脩平 永田佳子
優勝 清水行海 本田美智代

室蘭選手権 準優勝 駒澤善輝 伊藤嗣美
9月12日 第3位 江口雅之 樺澤ひろみ

第3位 森口至 斉藤恵子



平成22年度　室蘭テニス協会主催大会　ポイントランキング
【男子ダブルス】
順位 氏名 所属 室蘭ダブルス ダンロップ杯 室蘭選手権 市民大会 室内選手権 室内大会 合計

1 森口 ちゃんこ。 4.0 4.0 6.0 4.0 2.0 20.0
2 福地 TBC 0.2 3.0 4.0 4.0 11.2
2 加藤 新日鐵 0.2 3.0 4.0 4.0 11.2
4 渡辺 スワローズ 1.0 2.0 6.0 2.0 11.0
5 梅田 TBC 4.0 4.0 8.0
6 北村 TBC 1.0 2.0 4.0 7.0
7 秋山 ちゃんこ。 1.0 0.2 0.5 2.0 2.0 5.7
8 高橋 新日鐵 2.0 0.2 2.0 4.2
9 篠原 室蘭クラブ 1.0 0.2 0.5 0.2 1.0 1.0 3.9
10 土田 新日鐵 2.0 0.2 2.2
11 手塚 ちゃんこ。 2.0 2.0
11 佐藤(琢) 一般 1.0 1.0 2.0
13 伊藤 一般 1.5 1.5
13 伊藤 一般 1.5 1.5
13 江口 一般 1.5 1.5
13 駒澤 一般 1.5 1.5
17 佐藤 スワローズ 0.2 0.2 1.0 1.4
18 大森 一般 1.0 1.0
18 鈴木(隆) 一般 1.0 1.0
18 代永 一般 1.0 1.0
21 清水 スワローズ 0.5 0.5
21 大崎 室蘭クラブ 0.5 0.5
21 平田 一般 0.5 0.5
21 加藤 一般 0.5 0.5
21 佐藤 一般 0.5 0.5
21 盛永 一般 0.5 0.5
27 佐藤（宏） 室蘭クラブ 0.2 0.2 0.4
28 藤田 新日鐵 0.2 0.2
28 児玉 TBC 0.2 0.2
28 大槻 海星学院 0.2 0.2
28 窪田 一般 0.2 0.2
28 長坂 新日鐵 0.2 0.2

【女子ダブルス】
順位 氏名 所属 室蘭ダブルス ダンロップ杯 室蘭選手権 市民大会 室内選手権 室内大会 合計

渡辺 スワローズ 4.0 0.2 6.0 2.0 2.0 14.2
高橋 TBC 3.0 2.0 1.0 4.0 10.0
本田 オーキッド 1.0 0.2 0.5 2.0 2.0 4.0 9.7
安部 スワローズ 3.0 4.0 1.0 1.0 9.0
新松 一般 6.0 2.0 8.0

高見（葉） TBC 1.0 0.5 4.0 1.0 1.0 7.5
向川 一般 2.0 4.0 6.0
中村 一般 2.0 4.0 6.0
岡崎 室蘭クラブ 1.0 4.0 0.2 5.2
伊藤 TBC 4.0 0.2 1.0 5.2
鈴木 スワローズ 4.0 4.0
木村 スワローズ 2.0 0.5 0.2 1.0 3.7
樺澤 TBC 2.0 1.0 0.2 3.2
丸田 TBC 1.0 0.5 0.2 1.7

五十嵐 スワローズ 0.2 0.2 0.4
熊澤 一般 0.2 0.2
佐藤 日本工学院 0.2 0.2
石坂 日本工学院 0.2 0.2
水野 室蘭クラブ 0.2 0.2
太田 室蘭クラブ 0.2 0.2
岩渕 一般 0.2 0.2
中川 一般 0.2 0.2



【男子シングルス】
順位 氏名 所属 道新杯 本田杯 室蘭選手権 合計

1 秋山薫 ちゃんこ。 8.0 4.0 1.0 13.0
2 清水行海 スワローズ 12.0 12.0
3 森口至 ちゃんこ。 8.0 3.0 11.0
4 駒澤善輝 一般 0.4 6.0 6.4
5 加茂川詠児 オーキッド 4.0 4.0
6 手塚大喜 ちゃんこ。 2.0 1.0 3.0
6 篠原淳 室蘭クラブ 2.0 1.0 3.0
6 江口雅之 一般 3.0 3.0
9 青木智久 一般 1.0 1.0
10 佐藤良太 スワローズ 0.4 0.4
10 児玉八洋 TBC 0.4 0.4
10 藤田敦士 新日鐵 0.4 0.4
10 代永敏仁 一般 0.4 0.4

【女子シングルス】
順位 氏名 所属 道新杯 本田杯 室蘭選手権 合計

1 本田美智代 オーキッド 4.0 0.4 12.0 16.4
2 猪又あかね 室蘭クラブ 8.0 8.0 16.0
3 伊藤嗣美 スワローズ 6.0 6.0
4 新松紘未 一般 4.0 4.0
5 渡辺美希 スワローズ 2.0 2.0
5 代永美千世 一般 2.0 2.0
7 樺澤ひろみ TBC 1.0 1.0
7 斉藤恵子 アウルズ 1.0 1.0
9 鈴木七海 室蘭清水丘 0.4 0.4
9 中川小雪 一般 0.4 0.4
9 前塚愛子 ちゃんこ。 0.4 0.4


