
林 崇 )( 名細        石原　翔太

小峰 直 )(  ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 石崎　洸一郎

星野 佑輔 81 86 片岡 圭

後藤 優祐 八木野 峰輝
鈴木 匠 85 97 羽生田 照

大浦 烈 夏秋 ダニエル
松岡 慎一 81 82 篠原 勇

水村 亮介 勝屋 宏一
金子 剛之 84 97 秋山 直輝

保科 慶 須永 希里
安全時 悠太 61 w.o 赤井 宏至

山崎 舜平 高山 佑輔
木村 聡 81 83 赤藤 修司

高橋 進 中尾 剛
大原 康弘 )( 東洋組   84 81 冨田 一輝

平山 武利 )( 個人        藤城 駿

千葉 まゆみ 青木 佐智子 )( 遊乗会   

須藤 珠美 皆川 浩子 )( HKｸﾗﾌﾞ  

天沼 早苗 80 80 山川 フナミ )(  霞ヶ関   

鴨田 浩美 羽生田 美津枝 )( HKｸﾗﾌﾞ  

金子 由美子 97 60 小野寺 愛奈

窪谷 佳子 渡辺 樹里

大野 陽香 86 85 川嶋 葵

渡邊 静流 山口 莉奈

足立 京子 )(  Poco     60 62 高橋 泰子 )(  ラブオール      

藤岡 まゆみ )(  名細     中村 優子 )(  遊乗会  

林 涼子 81 80 荒川 妙子

真中 孔美 中岡 幸子

加藤 久美子 82 82 冨田 真弓

森山 華衣 田部井 清子

平田 真弓 81 80 間 美紀子 )(  リトルプリンス   

諸田 浩子 岡本 やす子 )(  名細     

橋本 成葉 64 60 加藤 朱音

黒川 美夢 大川 璃沙

堀越 文子 )(  ﾌｫﾚｽﾄ   80 83 新井 亜由子

西村 昌枝 )( 個人      井上 舞子

池田 加代子 61 63 上野 明子 )(  あさき    

手塚 礼子 児島 壽子 )(  テニスナッツ    

成田 早紀 80 97 内山 亜紀

戸塚 希美 伊藤 祐子
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1千葉･須藤 ２ 内山･伊藤 ３ 加藤･森山 ４ 佐藤 ･高田 
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【 シード順位】
1 林･小峰 2 冨田･藤城 3 篠原･勝屋 4 金子･保科

※抽選は､3～4

2016年度 川越市春季テニストーナメント 2016-04-24

川越市テニス協会




