
小日向 啓 鈴木　孝明
福澤 健 長野　誠

井上　大樹 )( あさき      82 83

深沢　晃太郎 )( 個人       

稲葉 実 )( 庭球塾    81 熱田　茂幸
菅沼　誠 )( 霞ヶ関     大野　竜太

川村 陽介 82 86 及川　大輔 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ    

黒須 晴美 宍戸　十志光 )( 個人        

吉川 清一 （テニスナッツ） 83 w.o 戸田　貴博
増田 豊 )( 個人       丹野　瑞木

藤島 翔太郎 w.o 84 勝屋 宏一

水村　亮介 篠原 勇

加藤　潤 82 97 赤藤 修司 )( ｻﾉﾌｨ       

松岡 慎一 髙橋　茂 )( 名細        

髙橋　進 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   83 85 赤井　宏至
三橋　俊哉 )( 個人       高塚　奨

清水 和夫 83 97 川崎 勝七
高谷 真 諸口 尚良

黒川 信彦 )( 名細       81 82 古口 裕康
須田　和男 )( 遊乗会    白井 章大

85 甲斐　庸介
渡邉　健太郎

大原 康弘 )( 東洋組    98 82 小峰 直 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ    

平山 武利 )( 個人       （7） 林 崇 )( 名細        

鈴木　恭子 川越　直美 )( 石井TA    

鈴木　孝明 川越　淳一 )( 個人        

青木 明子 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ  86 w.o 井上 舞子
髙橋 進 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   浅田 健太郎

今尾　幸子 85 83 堀ノ内 信子
眞坂　隆一 豊田 裕昭

鈴木　淑江 （ラブオール） 85 97 長井　公子
三橋　俊哉 )( 個人       高谷　真

真中　孔美 )( 名細       82 98 村山　美加 )( 個人      
上原　浩路 )( あさき      （２） 勝屋　宏一 )( PTC       

青木 佐智子 )( 遊乗会    83 84 佐伯　映子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ    

飯野 貴浩 )( HKｸﾗﾌﾞ   長野　誠 )( 名細        

志村 由美子 83 85 佐々木 ゆり )( 遊乗会     

栗原 喬 山本 光行 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ  

菅沼 恵子 85 83 柳　花華 )( 個人      
菅沼 誠 野辺　淳平 )( 市役所   
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【ｼｰﾄﾞ順位】

1鈴木・鈴木　2　柳・野辺　3　真中・上原　4　長井・高谷
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【ｼｰﾄﾞ順位】

１ 小日向・福澤 　2 小峰・林　３ 加藤・松岡　 4 勝屋・篠原

5 大原・平山  ６ 藤島・水村    7 鈴木・長野    8 赤藤・髙橋
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