
w.o 61

64

60 76

（2）

62

64 61

60 62

76 62

（0）

60 w.o

63 61

63 61

61 62

63 w.o

61 60

64 w.o

61 64

62

61 w.o

76 61

（2）

61 60

w.o

61 63

62 w.o

60 60

壮年男子シングルス(４５歳以上）

1 池上 雅人 )( 名細       25 綾部 竜治

2 阿部 幸仁 )( 個人       26 推名 智

)( 石井TA   

4 佐藤 久紀 )( PTC       28 長村 泰三

)( KTC会    

)( 個人       

3 高橋 隆二 )( 個人       27 横関 泰明

)( PTC       

5 佐々木 正弘 )( 個人       29

)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

BYE

7 大高 裕行 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ 31 村木 和重 )( 遊乗会    

6 榊原 守道 )( 霞ヶ関    30 木村 聡

安達 規裕 )( 個人       

8 相原 克好 )( KTCo     32 菅沼 誠

山原 雅人 )( 個人       34 鈴木 匠

)( 霞ヶ関    

9 中山 秀樹 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  33

)( 市役所    
75

62

11 小黒 貫太 )( ﾚｲｸ        35 飯野 裕 )( 個人       

10

12 稲葉 実 )( 庭球塾    36 加藤 正浩 )( PTC       

13 赤藤 修司 )( ｻﾉﾌｨ      37 諸口 尚良 )( KTC会    

14 村上 千広 )( PTC       38 山崎 重則 )( 個人       

15 長沢 雄次 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  39 塩原 貴幸 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

16 戸島 隆 )( ﾌｫﾚｽﾄ    40 川村 陽介 )( 名細       

17 井上 正和 )( 個人       41 BYE

18 飯野 貴浩 )( HKｸﾗﾌﾞ   42 川越 淳一 )( 個人       

19 久慈 一仁 )( 石井TA   43 原田 三津也 )( 庭球塾    

)( 個人       

)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

23 鈴木 太 )( 個人       47 宮崎 貴夫 )( 個人       

20 BYE 44 山口 昌信 )( 個人       

21 小倉 憲貴 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  45 芦田 和丈 )( PTC       

24 佐藤 一司 )( 霞ヶ関    48 田口 信昭

22 速見 幸夫 )( 石井TA   46 大川 毅

1.池上 雅人 2.田口 信昭 3.加藤 正浩 4.赤藤 修司

5.諸口 尚良 6.稲葉 実 7.佐藤 一司 8.綾部 竜治

※抽選は、3～4、5～8

【シード順位】

2015年度 川越市市民体育祭 テニスの部 2015-11-03

川越市テニス協会




