
混合ダブルス予選（１）

1 青木･小田桐 （ﾘﾄﾌﾟﾘ） 33 稲葉･窪谷 （ﾘﾄﾙ･一般）

2 bye 34 山原･光延 （一般）

3 足立・茂木 （一般） 35 柳川･柳川 （一般）

4 寺西・高橋 （ﾘﾄﾌﾟﾘ） 36 田中･田中 （ﾗﾌﾞｵｰﾙ）

5 関根・関根 （ﾘﾄﾐｯｸ） 37 田嶋･田嶋 （KTC会）

6 渡辺・渡辺 （ﾚｲｸ） 38 落合･落合 （ﾘﾄﾐｯｸ）

7 後藤･有永 （一般） 39 小池･小池 （ﾘﾄﾌﾟﾘ）

8 中山・川崎 （遊乗会） 40 加藤･大塚 （ﾊﾟﾙ･Poco）

Ａ Ｃ
9 佐藤･滝沢 （ﾘﾄﾌﾟﾘ） 41 金杉･増田 （ﾛｲﾔﾙP）

10 東城･東城 （一般） 42 八谷･小林 （ﾚｲｸ）

11 菅谷･岸田 （ﾛｲﾔﾙP） 43 手塚･田渕 （遊乗会）

12 江面･江面 （HKｸﾗﾌﾞ） 44 松本･松本 （ＴＮＪ）

13 島田・島田 （ｲﾝﾄﾞｱ） 45 古山･古山 （ﾊﾟﾙ･JOY）

14 吉野誠･吉野 （一般） 46 吉野泉･吉野 （一般）

15 外山･佐久間 （一般） 47 遠藤・遠藤 （一般）

16 仲川･高橋 （庭球塾 ） 48 松本･吉澤 （ﾘﾄﾌﾟﾘ）

17 小林･小林 （ﾊﾟﾙ･あさき） 49 上原･遠山 （ﾗﾌﾞｵｰﾙ）

18 吉野健･吉野 （一般） 50 柳原・小林 （一般）

19 金丸･二階堂 （一般） 51 小島･田島 （HKｸﾗﾌﾞ）

20 原田･村田 （ﾘﾄﾐｯｸ） 52 石澤･前川 （Poco）

21 伊藤･岸田 （ﾚｲｸ） 53 前沢･斉藤 （ＴＮＪ）

22 橋詰･小倉 （ﾗﾌﾞｵｰﾙ） 54 西片･山崎 （ﾘﾄﾌﾟﾘ）

23 江原･大山 （一般） 55 谷津･谷津 （ﾛｲﾔﾙP）

24 山崎･定永 （遊乗会） 56 久住･鈴木 （一般）

Ｂ Ｄ
25 西大路･淡島 （ﾘﾄﾌﾟﾘ） 57 寺崎･浅見 （遊乗会）

26 吉沢･鈴木 （一般） 58 大橋・大橋 （ﾗﾌﾞｵｰﾙ）

27 金山･本田 （遊乗会） 59 斉藤･関根 （ﾛｲﾔﾙP）

28 加賀屋･粕谷 （名細） 60 岡島･伊東 （ﾘﾄﾌﾟﾘ）

29 松尾･阿部 （一般） 61 柴田･柴田 （ﾚｲｸ）

30 吉田･渡辺 （ラブ･ｲﾝﾄﾞｱ） 62 三島･三島 （庭球塾）

31 橋本･金井塚 （ﾛｲﾔﾙP） 63 斉藤･斉藤 （一般）

32 鈴木･平沢 （あさき） 64 鹿島･山下 （一般･ﾗﾌﾞ）



混合ダブルス予選（２）

65 鈴木･福田 （あさき） 97 船木･前川 （ﾘﾄﾌﾟﾘ）

66 bye 98 中村･真部 （遊乗会）

67 益城･益城 （名細） 99 平松･盛田 （一般）

68 日下･日下 （遊乗会） 100 浜地･浜地 （ＫＴＣ会）

69 野口･森本 （ＴＮＪ） 101 大室･志村 （一般）

70 渡辺･渡辺 （ﾛｲﾔﾙP） 102 三橋･萩原 （一般･ﾘﾄﾙ）

71 大和･田村 （一般） 103 浅見･浅見 （ＫＴＣo）

72 沼野･沼野 （ﾗﾌﾞｵｰﾙ） 104 福田･佐伯 （ﾛｲﾔﾙP）

Ｅ Ｇ
73 並木･大室 （ﾘﾄﾌﾟﾘ） 105 豊田･堀ノ内 （インドア）

74 山本･田嶋 （ﾛｲﾔﾙ･一般） 106 石坂･石坂 （一般）

75 太田･太田 （ｽﾏｯｼｭ） 107 田村･宇津木 （ﾛｲﾔﾙP）

76 原山･原山 （霞ヶ関） 108 赤坂･赤坂 （ﾊﾋﾟﾈｽ）

77 深代･古屋 （東洋組･ﾛｲﾔﾙ） 109 中鉢･中鉢 （ﾘﾄﾌﾟﾘ）

78 新井･奥寺 （遊乗会） 110 北垣･北垣 （庭球塾）

79 鈴木･岩本 （一般） 111 森 ･森 （一般）

80 林 ・田中 （ﾗﾌﾞｵｰﾙ） 112 大川･長畑 （一般･あさき）

81 真崎･真崎 （遊乗会） 113 川村･高尾 （一般･ﾛｲﾔﾙP）

82 佐々木･山下 （一般） 114 阿野･阿野 （一般）

83 飯嶌･飯嶌 （ｱﾍﾞﾝ･ﾘﾄﾙ） 115 藤田･佐藤 （ﾚｲｸ ）

84 高木･高木 （ﾛｲﾔﾙP） 116 渡辺･竹下 （あさき）

85 浦　・浦 （ﾊﾋﾟﾈｽ） 117 浅見･山中 （KTC会）

86 榎本･水野 （ﾗﾌﾞｵｰﾙ） 118 佐藤･佐藤 （庭球塾）

87 荻山･村山 （一般） 119 小林･小林 （一般）

88 若林･矢部 （ﾘﾄﾌﾟﾘ） 120 日吉･日吉 （霞ヶ関）

Ｆ Ｈ
89 有賀･有賀 （ﾌｫﾚｽﾄ･Poco） 121 小池･三上 （ﾊﾟﾙ･ｽﾏｯｼｭ）

90 美松･美松 （一般） 122 栗原･栗原 （ﾘﾄﾌﾟﾘ）

91 西川･本田 （遊乗会） 123 渡辺･宮原 （名細）

92 柄島･松野 （HKｸﾗﾌﾞ） 124 御手洗･工藤 （市役所）

93 石井･石井 （KTCo） 125 愛田･鈴木 （ﾛｲﾔﾙP）

94 石橋･島田 （一般） 126 稲尾･稲尾 （一般）

95 一川･小久保 （ﾛｲﾔﾙP） 127 佐藤･高橋 （HKｸﾗﾌﾞ）

96 及川･及川 （ﾗﾌﾞｵｰﾙ） 128 建岡･建岡 （あさき）


	混合ダブルス予選

