
進藤　純一 赤川 暢英
田中　成治 加瀬谷 結城

佐藤　慶彦 60 川上　静夫 61

佐藤　南 葉山　誠

小柳　憲章 64 加藤　文彦 62

前川　秀明 63 佐々木　修 60

狩野　正人 加藤　久生
松本 秀明 福岡　誠一郎

新井 邦夫 75 合田 一雄 64

太田　浩一 仲川 和広

江原　聡司 61 飯田 豊 76

関根　義和 前川 真道 （４）

木下　成史 w.o 新井　邦明 63

髙橋　玲太 舛田　大輔

河村 正和 畠山　茂樹
栗原　薫 61 宮澤　薫 63

綾部　竜治 )( KTC会 62 秋谷 三四八 w.o

佐藤　一司 )( 霞ヶ関 新井 徹

須賀　賢太郎 )( 個人 木村 聡
橋本　知貴 )( 名細 久慈 一英

松田　英也 61 鈴木　太 60

磯山　敬次 石井　努

栗原　喬 61 飯野 裕 62

関田　克利 62 宮崎 貴夫 62

岡部　記政 紺野　飛鳥
清水　隆行 水口　達也

有賀 耕司 60 小黒　貫太 62

島垣 純 八谷　美一

小ノ澤 克彦 )( 霞ヶ関 63 菅野　賢一 63

川尻 康夫 )( KTC会 安藤 洋一

内田　北斗 w.o 井上　晋 )( 霞ヶ関 64

原　紀智 武田　裕一 )( 個人 

本山　誠 岩村　祐治
羽鳥　圭介 75 髙橋　隆二 60

秋葉 進也 )( 個人 62 大橋　秀紀 62

鶴岡 光太郎 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 野辺　淳平
20 40 )( 市役所 

19 ＢＹＥ ＢＹＥ39

18 )( 庭球塾 38 )( 個人 

17 )( フォレスト 37

14 )( 個人 34 )( 個人 

)( レイク 

Ｂ Ｄ
16 36 )( 庭球塾 

15 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 35

12 )( 個人 32 )( 個人 

13 )( 個人 33 )( 個人 

9 ＢＹＥ 29 ＢＹＥ

11 31 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

8 )( 個人 28 )( 個人 

7 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 27 )( 市役所 

10 30 )( 庭球塾 

6 )( 個人 26 )( Ｐｏｃｏ 

A Ｃ
5 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 25 )( 庭球塾 

)( ｺﾅﾐ 22 )( 個人 

4 )( 庭球塾 24 )( ｺﾅﾐ 

3 )( 遊乗会 23 )( 遊乗会 

2

男子ダブルス予選 1 (A～D)

1 )( 個人 21 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 
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川口 弘晃
椙田 秀樹

鈴木 匠 )( 市役所 w.o

鈴木　一輝 )( 個人 

阿部　幸仁 63

佐々木 正弘 62

鴨下　健
桑名　勝巳

飯野 貴広 63

鈴岡　丈明

澤田　一成 64

福田　和彦

浅見　一広 62

浅見　浩佑

小泉　久志 )( あさき 

中村　憲児 )( 個人 63

柿澤 裕 62

吉澤 義夫

安達 真也 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ 

古山 成人 )( HKｸﾗﾌﾞ 

市川　雅裕 61

柳川　久貴

落合　学 64

落合　悠太 60

益城　泰雄
金久保　忠

西留　清比古 )( 霞ヶ関 62

村木　和重 )( 遊乗会 

青山　尊波 )( 個人 63

小高　拓海 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

小川　聡基 63

松橋　彰

太田　智久
田谷　治人 76

（４）

新井 博道 61

加藤 和昭
60 )( 個人 

59 ＢＹＥ

58 )( 個人 

57 )( 石井TA 

54 )( 名細 

55

56

Ｆ

52

53 )( 個人 

)( 個人 

50 )( ﾚｲｸ 

49 ＢＹＥ

51

48

47 )( KTC会 

Ｅ
46 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

45 )( 個人 

44

42

43 )( 個人 

)( 庭球塾 

男子ダブルス予選 2 (E･Ｆ)

41 )( 個人 
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