
堀ノ内 信子 塩野 幸恵子
豊田 裕昭 山元 光行

60 浅野 真美子 63

菅原 直人

早稲田 佳子 尾上 由佳 63

冨田 清 63 高橋 隆二
76

有賀 嘉代子 )(  Ｐoco        古賀　昌子 (7)

有賀 耕司 )(  ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ    黒川　信彦

佐藤 節子 )(  ｽﾏｯｼｭ     62 舟生 美代子 64

有村 誠 )(  あさき       RET 鈴岡 丈明 63

伊藤 祐子 羽生田 美津枝
伊藤 公平 羽生田 晶

柳川 幸江 60 細井 あゆみ 75

柳川 久貴 細井猛夫

持田 恵子 76 武沢 愛子 63

岩田 靖信 (6) 島垣 純

皆川 浩子 )(  HKクラブ  60 菅沼 恵子 61

赤藤 修司 )(  サノフィ     菅沼誠

青木 明子 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ    安達 美智子
高橋 進 )(  ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  安達 真也

桝井　美加 w.o 鈴木 夏未 w.o

斉藤　隆 松下 弘樹

江面 しげる w.o 高橋 明子 60

中田 稔 75 高橋 勝保 60

斉藤 由記 川瀬 道
斉藤 幸一 長瀬 智治

柴田 孝子 61 星野 有希 61

柴田 健治 75 高橋 俊成 64

岩田 亜里紗 原田 晶子
今泉 健汰 西留 清比古

谷口 綾子 63 新井 和子 62

関根 義和 竹内 俊哉

屋野 弘子 64 鬼久保 清恵 64

橋本 知貴 鬼久保 平

山川 ﾌﾅﾐ 76 江原 由美子 63

原山 真哉 (4) 江原 聡司

)(  ﾚｲｸ         

)(  東洋組     

)(  東洋組    

)(  霞ヶ関     

)(  個人        

29

26

)(  個人       

)(  ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   

)(  ﾚｲｸ        

混合ダブルス予選 １ (Ａ～Ｄ)

21

28

19

)(  ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   

)(  ＫＴＣｏ      

9

)( ﾃﾆｽﾅｯﾂ   

25

)(  名細       

)(  霞ヶ関     

)(  ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   

)(  個人       

27

)(  個人       

)(  ﾚｲｸ        

)( ﾃﾆｽﾅｯﾂ   

ＢＹＥ

)(  個人        

22

23

3

6

)(  HKｸﾗﾌﾞ    1

2

)(  ﾚｲｸ         )(  HKｸﾗﾌﾞ   24

4

8

20

5

13 )(  個人        31

10

11

18

15

16

17

14

36

33

34

35

32

C

D

7

12

)(  個人        

A

B

)(  HKｸﾗﾌﾞ    30

)(  名細        

)(  個人        

)(  個人       )(  霞ヶ関      

)(  庭球塾    

)(  HKｸﾗﾌﾞ   
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吉川 直子
吉川 清一

小川 真代 62

栗林 典弘

矢作 明子 64

矢作 芳和 62

三島 由理
三島 章

内藤 友香理 61

田中 利旺 61

中村 優子 )(  遊乗会     

中村 淳夫 )(  石井ＴＡ   

伊藤 美恵子 60

宮崎 貴夫

江田 明子 61

大室 正一

松本 優子 )(  個人        61

関谷 勝己 )(  HKクラブ  

山越　紀子
高谷 真

60

林 美奈子
松屋 卓実 63

畠山 千景 )(  あさき       

畠山 茂樹 )(  個人        

小峰 芳枝 )(  ﾙﾙﾃｶ       61

黒須 晴美 )(  名細        
76

土田 結依
(2)

吉村 佳悟

高梨 由美 61

菅野 賢一

谷津 徳美 64

谷津 忠司

池田 加代子 61

池田 次男

混合ダブルス予選 ２ (Ｅ・F)

37 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ    

38 )(  ﾚｲｸ         

39 )(  個人        

40 )(  庭球塾     

)(  フォレスト     

43 )(  個人        

42

47 ＢＹＥ

)(  HKｸﾗﾌﾞ    

)(  ﾚｲｸ         

E

F

44 )(  個人        

45

51 )(  東洋組     

46

41

48 )(  個人        

53

49

50

52 )(  庭球塾     

54 )(  あさき       
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