
江黒 宗大 勝屋 宏一
須田 和男 篠原 勇

土岐 慎也 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ      遠山 雅彦
原 武史 )( 個人             三瀬 勇輝

浅見 一広 益田 真門
浅見 浩佑 米 翼

吉田 圭吾 )( 名細             甲斐 庸介
吉田 圭太 )( 個人             渡邉 健太郎

木村 聡 山口 祐樹
高橋 進 鈴木 雄大

渡辺 哲也 江頭 秀一
入間川 真 江頭 秀明

小藤 清孝 加藤 久生
宮園 廣美 福岡 誠一郎

大川 正人 浅田 健太郎
児玉 崇 鹿島 浩幸

高谷 真 大高 裕行
豊田 裕昭 加藤 和昭

青山 敢 佐藤 南
道祖土 新吾 佐藤 慶彦

金島 聡 三澤 良太
高松 眞人 鈴木 計善

川村 晃司 田谷 治人
三輪 貴幸 田谷 類仁

鈴木 匠 須賀 昭仁
大浦 烈 栗原 喬

市川 一幸 中村 剛
佐々木 正弘 新井 邦明

永田 賢司 西留 清比古 )( 霞ヶ関          

豊永 慎治 村木 和重 )( 遊乗会         

松下 弘樹 岡崎 楓大 )( あさき           

関澤 哲明 相原 俊祐 )( KTCo           

)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ      

)( 市役所         
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12
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9

1 17)( 遊乗会         )( PTC             

C

)( 個人             

男子ダブルス予選 1 (A～D)

21
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2
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5

7

20
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)( PTC             )( 遊乗会         
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A
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)( 個人             
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)( ｺﾅﾐ              
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鈴木 優斗
須田 泰地

黒米 渉
阿納 栄治

浮辺 健
森繁 直樹

小山 克巳
土屋 祐樹

須賀 賢司
須賀 賢太郎

小室 雅人
島田 岳

高橋 玲太
縣 哲也

大橋 秀紀
野辺 淳平
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)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ      

)( 市役所         40
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)( 個人             

男子ダブルス予選 2 ( E )

)( 遊乗会         

)( ｺﾅﾐ              34

38 )( 個人             
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)( 名細             
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