
古口 裕康 吉川 清一

白井 章大 増田 豊

62 金島 聡 63

高松 眞人

伊藤 円 岡崎 楓大 62

宮 信之 63 大西 雄斗 63

柿澤 裕 関根 義和

吉澤 義夫 福田 守

高橋 洸太 75 堀尾 遼介 61

谷津 岳幸 進藤 純一

井上 晋 )( 霞ヶ関      63 田口 信昭 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  61

松本 浩一郎 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  中上 清貴 )( 遊乗会     

鈴木 匠 76 川村 晃司 w.o

大浦 烈 (3) 三輪 貴幸

羽田 翔太郎 60 関 和広 61

羽田 光輝 中村 淳夫

羽入田 浩司 )( 名細         w.o 滝瀬 大地 60

石田 雅之 )( 個人         宮下 昌洋

大橋 秀紀 菅沼 誠

野辺 淳平 榊原 守道

佐藤 南 64 武田 知也 76

佐藤 慶彦 村上 聖真 (4)

阿部 幸仁 60 甲斐 庸介 62

佐々木 正弘 60 渡邉 健太郎 63

松本 秀明 芦田 和文
狩野 正人 竹内 和巳

田谷 治人 76 中東 拓 61

田谷 陸仁 (4) 新井 邦明

大高 裕行 61 小野 建史 61

加藤 和昭 白谷 晴瑞

相原 克好 Not 鬼久保 平 )( HKｸﾗﾌﾞ    62

相原 俊祐 Played 並木 克則 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

加藤 久生 w.o 増渕 毅 62

福岡 誠一郎 萩原 祐樹

長野 誠 60 小峰 直 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  61

黒川 信彦 馬場 智之 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ   

1 19 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ   )( 東洋組     

2 20 )( ｺﾅﾐ          BYE

男子ダブルス予選  (A～D)

A C

15 33

)( 庭球塾     

)( 石井TA    

)( 個人         

29

28

30

3

)( 個人         

21)( 個人         

)( ラピス       

11 )( ｺﾅﾐ          

12

7

13

)( 個人         

9

)( 市役所     

8 26

6 24

4 22

)( 東洋組     

5 23

10

)( 個人         

25

)( 個人         )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ   

14

B D

)( 個人         32

31 )( PTC         

)( 霞ヶ関      

)( 個人         

)( 石井TA    

)( 個人         )( 市役所     

27

)( KTCo       

35 )( 個人         

18 36

17

)( 名細         

)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ    

16 34

)( 個人         

)( 市役所     

)( 東洋組     
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木村 聡

高橋 進

清水 健吾 76

堀 央祐 (3)

土岐 慎也 75

菱沼 裕介 60

江頭 秀一

江頭 秀明

小川 聡基 w.o

藤川 正範

橋本 知貴 63

須賀 賢太郎

赤川 暢英 63

加瀬谷 結城

飯野 裕 61

宮﨑 貴夫

青山 尊波 61

田中 利旺

深沢 晃太郎

井上 馨

長瀬 浩久 64

武藤 知典

三澤 良太 62

鈴木 計善 w.o

青山 敢
道祖土 新吾

黒須 晴美 )( 名細         61

高橋 茂 )( 遊乗会     

佐藤 一司 )( 霞ヶ関      61

綾部 竜治 )( KTC会     

江原 聡司 63

江原 叶碧

三軒 渉 62

川崎 一乃

新井 潤也 64

山下 弘貴

37 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ    

38

男子ダブルス予選  (E～F)

E

)( 東洋組     

39

51

45

44

48

47

)( 個人         

)( ｺﾅﾐ          

40

41

46

F

)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ    

50

49

42

43 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ    

53

54

)( 個人         

)( 石井TA    

52

)( 東洋組     

)( 個人         

)( 個人         

)( 個人         

)( 石井TA    

)( ﾌｫﾚｽﾄ      

)( 個人         

)( 名細         
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