
相原 克好 小泉 久志 )( あさき 

相原 俊祐 清水 芳則 )( 個人 

武内 亨 62 加藤 久生 63

舩生 渉 福岡 誠一郎

椎名 智 64 清水 隆行 61

平 和也 75 永嶋 靖久 75

有賀 耕司 市川 一幸
島垣 純 佐々木 正弘

新井 邦明 w.o 小ノ澤 克彦 w.o

中村 剛 川崎 勝七

安達 真也 50 安藤 洋一 63

小林 征弘 RET 菅野 賢一

竹内 和巳 61 関根 秀和 75

土屋 大樹 宮崎 真一

加藤 悠太朗 青山 敢
国重 利和 63 道祖土 新吾 62

赤川 暢英 60 鈴木 計善 62

加瀬谷 結城 三澤 良太

篠原 勇 川村 晃司
山主 誠司 三輪 貴幸

清水 勇真 63 阿納 栄治 61

武田 知也 黒米 渉

安田 謙二 62 土岐 慎也 w.o

山口 哲央 62 原 武史 64

植松 勇織 )( 個人 石渡 稔亮
岡崎 楓大 )( あさき 石渡 鷹斗

縣 哲也 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 61 長瀬 浩久 )( ｺﾅﾐ 61

大貝 春貴 )( 個人 武藤 知典 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

入間川 真 61 金島 聡 64

渡辺 哲也 高松 眞人

井上 慶一 63 伊藤 直也 62

鈴木 祥平 稲葉 亮介

河村 正和 鈴木 健一
矢作 芳和 62 富田 純一郎 63

豊永 慎治 60

永田 賢司

綾部 竜治 )( KTC会 61 大浦 烈 62

佐藤 一司 )( 霞ヶ関 鈴木 匠
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20 40 )( 市役所 
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)( 個人 28 )( 個人 8

6 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ 26 )( 庭球塾 

4 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 24 )( 個人 

5 )( 市役所 25 )( 霞ヶ関 
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男子ダブルス予選（一般の部）

1 )( KTCo 21

3 )( 個人 23 )( 個人 

2 )( 東洋組 22 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 


