
第22回　足利オープン年齢別ミックスダブルス（ミックス100）
試合方法：８ゲームマッチ（8-8タイブレーク）・ノーアドバンテージ方式

◆Ａ 試合順：1-3、2-3、1-2

松葉　直樹 茂呂　義雄 宮澤　保志 -

石川　さよみ 只野　智子 鈴木　貴子 -

松葉　直樹 足利ローン

石川　さよみ 足利みなみ

茂呂　義雄 フリー

只野　智子 クロスポイント

宮澤　保志 足利ローン

鈴木　貴子 ラヴ・オール

2022年5月8日

足利テニス協会

No 氏名 所属 勝敗数 順位

リーグ戦結果
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第22回　足利オープン年齢別ミックスダブルス（ミックス110）
試合方法：6ゲームマッチ（8-8タイブレーク）・ノーアドバンテージ方式

◆Ａ 試合順：1-4、2-3、1-3、2-4、3-4、1-2

酒井　広行 若山　恵一 北林　優 蓼沼　光夫

安藤　純子 若山　理美 福岡　幸江 大谷　康子

酒井　広行 ジャルダン

安藤　純子 足利ローン

若山　恵一 足利ローン

若山　理美 足利ローン

北林　優 ジャルダン

福岡　幸江 足利ローン

蓼沼　光夫 足利みなみ

大谷　康子 足利みなみ
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2022年5月8日
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第22回　足利オープン年齢別ミックスダブルス（ミックス120）
試合方法：８ゲームマッチ（8-8タイブレーク）・ノーアドバンテージ方式

◆Ａ 試合順：1-3、2-3、1-2

中島　洋一　 山中　敏秀 砺波　哲也 -

和田　千絵 山中　吉子 小林　美佐子 -

中島　洋一　 ジャルダン

和田　千絵 足利みなみ

山中　敏秀 フリー

山中　吉子 クローバー

砺波　哲也 チームU&T

小林　美佐子 チームU&T
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1-1 22 84 38
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足利テニス協会

2022年5月8日

No 氏名 所属

リーグ戦結果
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第22回　足利オープン年齢別ミックスダブルス（ミックス130）
試合方法：６ゲームマッチ（6-6タイブレーク）・ノーアドバンテージ方式

◆Ａ 試合順：1-3、2-3、1-2

荘司　和男 星野　隆司 岡村　延重 0

荘司　克予 石井　喜代子 松本　桂子 氏名

荘司　和男 サンデーＴＣ

荘司　克予 サンデーＴＣ

星野　隆司 アレックス

石井　喜代子 小山グリーン

岡村　延重 ラベンダー

松本　桂子 エースアカデミー

◆Ｂ 試合順：1-3、2-3、1-2

高柳　健治 長澤　博之 福島　裕二 -

小高　直子 大橋　秀子 田部田　初子 -

高柳　健治 ラベンダー

小高　直子 ラベンダー

長澤　博之 フリー

大橋　秀子 みかも山

福島　裕二 足利ローン

田部田　初子 足利みなみ

◆１位、２位トーナメント 試合方法：６ゲームマッチ（6-6タイブレーク）・ノーアドバンテージ方式

氏名 所属 1R F
岡村　延重 ラベンダー 長澤　博之

松本　桂子 エースアカデミー 2 大橋　秀子

長澤　博之 フリー 61 星野　隆司

大橋　秀子 みかも山 3 石井　喜代子

星野　隆司 アレックス 星野　隆司 75

石井　喜代子 小山グリーン 3 石井　喜代子

福島　裕二 足利ローン 61

田部田　初子 足利みなみ
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※　久保田・久保田ペアｗ.oの為、Aブロックの福島・田部田ペアがBブロックへ移動しての試合となりました。
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第22回　足利男子シニアダブルステニス大会（2022年）
試合方法：６ゲームマッチ（6-6タイブレーク）・ノーアドバンテージ方式

◆Ａ 試合順：1-4、2-3、1-3、2-4、3-4、1-2

中島　洋一　 片貝　清 北林　優　 権守　仁彦

福島　裕二　 大迎　毅 川島　正巳　 石澤　進

中島　洋一　 ジャルダン

福島　裕二　 足利ローン

片貝　清 水曜会

大迎　毅 水曜会

北林　優　 ジャルダン

川島　正巳　 ｻﾝﾃﾞｰ

権守　仁彦 クロスポイント

石澤　進 クロスポイント

◆Ｂ

砺波　哲也 川口　剛 清野　恭一 芹澤　千里

大島　仁 永松　昭仁 大竹　順一 酒井　広行

砺波　哲也 チームU&T

大島　仁 T-2000

川口　剛 リベロ

永松　昭仁 リベロ

清野　恭一 足利ローン

大竹　順一 フリー

芹澤　千里 ジャルダン

酒井　広行 ジャルダン

◆１位、２位トーナメント 試合方法：６ゲームマッチ（6-6タイブレーク）・ノーアドバンテージ方式

氏名 所属 1R F

権守　仁彦 クロスポイント 砺波　哲也

石澤　進 クロスポイント 2 大島　仁

砺波　哲也 チームU&T 6-1 砺波　哲也

大島　仁 T-2000 2 大島　仁

中島　洋一　 ジャルダン 中島　洋一　 6-3

福島　裕二　 足利ローン 3 福島　裕二　

芹澤　千里 ジャルダン 6-1

酒井　広行 ジャルダン
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