
2 34BYE BYE

男子シングルス（４５歳以上）

1 加藤 正浩 )( PTC          33 稲葉 実 )( 庭球塾      

4 高瀬 憲治 )( 個人          36 進藤 純一 )( 個人          

3 笠巻 和幸 )( 石井ＴＡ     35 知 裕之 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ      

6 山本 晃平 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   38 速見 幸夫 )( 石井ＴＡ     

5 小名木 稔 )( KTCo        37 原山 真哉 )( 霞ケ関       

8 大高 裕行 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ    40 勝屋 宏一 )( PTC          

7 安達 規裕 )( 個人          39 川口 弘晃 )( 個人          

10 42 宮﨑 貴夫 )( 個人          BYE

9 原 康之 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   41 原田 三津也 )( 庭球塾      

12 柏村 直規 )( 庭球塾      44 高橋 進 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   

11 竹内 和巳 )( PTC          43 土屋 大樹 )( PTC          

14 渡邊 健弥 )( 個人          46 磯山 敬次 )( 個人          

13 江頭 秀一 )( 遊乗会      45 武内 亨 )( 東洋組      

16 赤藤 修司 )( ｻﾉﾌｨ         48 上原 浩路 )( あさき        

15 47BYE BYE

18 50BYE BYE

17 久慈 一仁 )( 石井ＴＡ     49 柳澤 則在 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   

20 村上 千広 )( PTC          52 戸島 隆 )( ﾌｫﾚｽﾄ       

19 松田 英也 )( 個人          51 清水 隆行 )( 個人          

22 小藤 清孝 )( 庭球塾      54 国重 利和 )( 個人          

21 小久保 惣一 )( 個人          53 山主 誠司 )( PTC          

24 兵頭 真砂彦 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   56 川村 陽介 )( 名細          

23 佐藤 寛太 )( 個人          55 BYE

26 永嶋 靖久 )( 個人          58 飯田 佳之 )( 個人          

25 村木 和重 )( 遊乗会      57 田口 信昭 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   

28 須賀 賢太郎 )( 名細          60 高谷 真 )( HKｸﾗﾌﾞ     

27 芦田 和丈 )( PTC          59 佐々木 正弘 )( 個人          

30 鬼久保 平 )( HKｸﾗﾌﾞ     62 石井 智 )( 個人          

29 鈴木 匠 )( 市役所      61 田中 一成 )( PTC          

32 小峰 直 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   64 松岡 慎一 )( 遊乗会      

31 63BYE BYE

1 加藤 正浩 2 松岡 慎一 3 久慈 一仁 4 上原 浩路
5 小峰 直 6 赤藤 修司 7 稲葉 実 8 柳澤 則在

※抽選は、3～4、5～8
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