
大野 竜太 上村 豪
加藤 聡 藤島 翔太郎

鈴木 省吾 w.o w.o 関谷 聡史
花田 重喜 山木 充

近藤 高弘 84 80 桑原 欽一
高塚 奨 97 恒川 正

川田 泰史 )( 名細       w.o 小峰 直
渡辺 正祥 )( 一般       中田 真一

川崎 勝七 98 西大路 隆範 
諸口 尚良 (4) 83 98 根岸 靖

小林 陽平 (1) w.o 斉藤 慶
高橋 進 斉藤 潤

高橋 賢史 w.o 岡本 雄祐
山内 碧海 83 古口 裕康

小出 敏彰 82 86 足立 均
小林 將人 2 6 佐久間 徹郎

鈴木 孝明 )( 名細       w.o 6 1 81 市野 武寛
長野 誠 )( ﾙﾙﾃｶ      6 0 上原 浩路

羽入田 浩司 大野 祐季
林 崇 w.o 松岡 慎一

深沢 晃太郎 83 w.o 中村 光英 )( 一般       

山岡 正和 眞坂 隆一 )( ｻﾉﾌｨ       

池谷 洋樹 81 81 赤井 宏至
宮下 昌洋 85 品田 諒

小倉 雅弘 84 國吉 正視
中村 光孝 津久井 慎

加治 直俊 85 斉藤勇輝
赤藤 修司 戸田 清

勝屋 宏一 81 85 82 金子 陽平
篠原 勇 関口 一輝

秋葉 進也 )( あさき      86 佐藤 史一
鶴岡 光太郎 )( 一般       84 長谷川 圭太

高橋 直也 84 82 北本 憲司
松井 俊大 草間 淳一

大原 康弘 81 82 石田 雅之
平山 武利 高雄 友則

----- ３位決定戦 -----
鈴木 孝明 )( 名細       

長野 誠 )( ﾙﾙﾃｶ      

小峰 直
中田 真一

)( 遊乗会    

)( 一般       ２９

３１

２４

)( あさき      

)( ﾘﾄﾌﾟﾘ       

両者とも　w.o

)( ﾃﾆｽﾅｯﾂ  

【シード順位】
  1. 加藤・大野  3. 羽入田・林  5. 鈴木・長野  7. 藤島・上村
  2. 石田・高雄  4. 市野･上原  6. 大原・平山  8.大野･松岡

※　抽選は、３～４　５～８

)( 東洋組    

)( 名細       

18.

9.

14. ３２

15.

)( 東洋組    

8.

２５)( ﾛｲﾔﾙP    

２６

6.

２３5. )( 一般       )( KTC会    

)( ﾘﾄﾌﾟﾘ       )( 遊乗会    

2.

)( ﾘﾄﾌﾟﾘ       

)( 東洋組    

)( あさき      ２０

一般男子ダブルス（県予選の部）

1.

)( ﾛｲﾔﾙP    

１９

２１3.

12.

9.

10.

２７

7.

)( 東洋組    ３０

２８

)( 東洋組    

３３

３４

)( PTC        )( 東洋組    

２２4.

11.

)( あさき      

)( 東洋組    

)( ﾛｲﾔﾙP    

17. ３５

)( 遊乗会    ３６

)( ﾛｲﾔﾙP    

)( あさき      

w.o

２２

)( あさき      

16.

)( 一般       

13.

)( ｻﾉﾌｨ       

)( あさき      

)( 霞ヶ関     

)( 東洋組    
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川越市テニス協会




