
84 80

82 80

84 86

86 84

80 82

83 83

81 82

82 82

98 83

83 83

84 84

84 82

81 84

84 32
RET

福澤 健 大原 康弘 )( 東洋組    

小日向 啓 平山 武利 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   

小林 征弘 86 85

大高 裕行
須賀 賢司 )( 名細        85 秋山 直輝
須賀 賢太郎 )( 個人        保科 慶
金子 剛之 86 82 片岡 圭
竹下 直隆 西村 凌平

w.o 北森 哲平
小鹿 雄基

勝屋 宏一 82 w.o 羽入田 浩司 )( 名細       

篠原 勇 石田 雅之 )( 個人       
松岡 慎一 85 98 藤城 俊
加藤 潤 （1） 富田 一輝
進藤 純一 80 83

田中 成治
髙橋 良太 86 長野 誠
八木野 峰輝 鈴木 孝明
髙橋 茂 )( 名細        80 83 井上 大樹 )( あさき      

赤藤 修司 )( ｻﾉﾌｨ       深沢 晃太郎 )( 個人       
84 松田 雄太

矢崎 弘樹
山内 碧海 84 97 林    崇 )( 名細       

杉本 一樹 小峰 直 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   

----- ３位決定戦 -----
山内 碧海
杉本 一樹
秋山 直輝 75

保科 慶

)( 遊乗会    

)( ＴＩＵ        

L

)( ＴＩＵ        

)( ﾃﾆｽﾅﾂﾂ  

)( 個人        

)( 遊乗会    

)( ＴＩＵ        

2

男子シングルス本戦

18

19 長沢 正博 )( 個人       

1 松岡 慎一 )( 遊乗会    

2 秋山 直輝 )(  ＴＩＵ       

17 市村 誠基 )(  ＴＩＵ       

高見 友基

稲葉 実 )(  庭球塾   20 眞坂 隆一

)( 個人       

3 吉田　圭吾 )( 名細        

)(  ｻﾉﾌｨ      

5 富田 一輝 )(  ＴＩＵ       21 勝屋 宏一 )(  ＰＴＣ      

4

伊藤 健彦 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   

6 野辺 淳平 )( 市役所    22 保科 慶

加藤正浩 )(  ＰＴＣ      24 上原 浩路 

)(  ＴＩＵ       

7 堀口 孝 )(  庭球塾   23

)( あさき      

9 小日向　啓 )( 個人        25 石田 雅之 )( 個人       

8

澤崎 真弧人 )(  ＴＩＵ       

10 高谷 真 )( HKｸﾗﾌﾞ      26 片岡 圭

竹下 直隆 )(  ＴＩＵ       28 赤藤 修司

)(  ＴＩＵ       

11 斉藤　智弘 )(  ＰＴＣ      27

)(  ｻﾉﾌｨ      

13 森 一寿 )( 東洋組    29 小峰 直

)( HKｸﾗﾌﾞ     

)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   

12

14 川越 淳一 )( 個人        30 金子 剛之

)(  ＴＩＵ       32 羽入田 浩司

)(  ＴＩＵ       

15 松下 弘樹 )( 個人        31 野口 翔世

16 藤城　俊

)(               

)( 名細       

----- ３位決定戦 -----

)(               

3 15

4 )( ＴＩＵ        16

)( 名細       

6 )( ＰＴＣ       18

9 21

5 17BYE

8 20

)( ＴＩＵ        

)( ＴＩＵ        

BYE

12

BYE

23

12

男子ダブルス本戦

BYE

7 )( 遊乗会    19

1 13)( 個人        

)( ＴＩＵ        

14

15

10 22

11

)( 遊乗会    24

【シード順位】
1 松岡慎一 2 羽入田浩司 3 上原浩路 4 小日向啓
5 石田雅之 6 加藤正浩 7 市村誠基 8 藤城 俊

※抽選は、3～4、5～8

【シード順位】
1 福澤･小日向 2 林･小峰 3 羽入田･石田 4 松岡･加藤
5 勝屋･篠原 6 大原･平山 7 山内･杉本 8 藤城･富田

※抽選は､3～4 5～8

2015年度 川越市春季テニストーナメント 2015-05-10

川越市テニス協会




