
今泉 健汰 栗原 喬 )( 個人 

押部 亘 須賀 昭仁 )( 庭球塾 

安田 謙二 金島 聡
山口 哲央 高松 眞人

鈴木 計善 河村 正和
三澤 良太 矢作 芳和

江頭 秀一 浅見 一広
中條 祐司 浅見 浩佑

松本 猛 )( 遊乗会 安達 真也
山原 雅人 )( 個人 小林 征弘

野口 友也 川村 晃司
森田 義太郎 三輪 貴幸

安藤 洋一 江原 聡司
菅野 賢一 江原 叶碧

飯野 裕 有賀 耕司
佐々木 正弘 島垣 純

萩原 祐樹 五十部 琳
増渕 毅 三上 瞬

綾部 竜治 )( KTC会 長瀬 浩久
榊原 守道 )( 霞ヶ関 武藤 知典

高橋 洸太 赤川 暢英
谷津 岳幸 加瀬谷 結城

橘 一勝 青山 敢
宮園 廣美 道祖土 新吾

竹内 和巳 甲斐 庸介
野田 周作 渡邉 健太郎

石上 英樹 柿澤 裕
宮 信之 吉澤 義夫

佐藤 慶彦
佐藤 南

田谷 治人 田谷 陸仁
田谷 類仁 吉田 圭太

新井 邦明 小黒 貫太
中村 剛 八谷 美一

入間川 真 武内 亨
渡辺 哲也 舩生 渉

大貝 春貴 )( 個人 新井 友昭
西留 清比古 )( 霞ヶ関 佐藤 久紀

加藤 久生 鈴木 健一
福岡 誠一郎 富田 淳一郎

須賀 賢太郎 大浦 烈
橋本 知貴 鈴木 匠

男子ダブルス予選（一般の部）
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第71回 川越市民体育祭 テニスの部 2018-08-26

川越市テニス協会




