
川崎 勝七 合田 一雄
小ノ澤 克彦 堀口  孝

植田 淳一 61 w.o

鈴木 光男

松本 猛 )( 遊乗会   62 西川 勝行
山原 雅人 )( 個人      松本 晋治

福田 和彦 62 75 田中 正人
澤田 一成 細井 猛夫

小池 精一 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ 75 64 浅見 一広
松本 秀明 )( 庭球塾   河野 康雄

関谷 勝巳 )( ＨＫクラブ  64 64 黒須 晴美 )( 名細       

三島 章 )( 庭球塾   新井 徹 )( 庭球塾    

秋谷 三四八 60 60 亀田 一意
木月 利志夫 東郷 忠明

安藤 昌裕 60 61 石井 康義
浜口 倶光 田原 洋一

平野 徹 )( 霞ヶ関    61 63 菅沼 誠
山﨑 巧 )( 遊乗会   榊原 守道

桑名 勝巳 64 62 水谷 隆
鴨下 健 大庭 茂樹

w.o 仲川 和広
羽鳥 圭介

田口 信昭 61 62 赤藤 修司 )( ｻﾉﾌｨ      

中鉢 惠一 高橋 茂 )( 遊乗会    

佐伯　映子 山崎 祥子
熊田　信子 山田 明美

有川 一子 62 61 田中 文子
有賀 嘉代子 辺見 妙子

田家　弘美 60 62 若杉 克代
林　慶子 皆川 浩子

岡田上　妙子 60 62 秋葉 洋浮子
日吉　れい子 山﨑 裕美子

志々目 訓子 w.o 62 荒木 千可子
上川 和子 関谷 準子

足立 京子 (Poco) 62 64 青木　佐智子
藤岡 まゆみ (遊乗会) 若松　みつ恵
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壮年女子ダブルス(５５歳以上)

壮年男子ダブルス (５５歳以上）
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)( 遊乗会    
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)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

※3～4は抽選

【ｼｰﾄﾞ順位】

1 佐伯･熊田  2 青木･若松

3 足立･藤岡　4 山崎･山田
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)( リトルプリンス    

)( 庭球塾   

)( KTC会    
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)( 霞ヶ関    10
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)( 個人       
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)( ラピス     
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)( 庭球塾   

)( Poco      

62
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64
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)( 霞ヶ関    

3 )( HKクラブ 

)( 名細      

【シード順位】
1 川崎･小ノ澤 2 赤藤･高橋 3 黒須･新井 4 秋谷･木月
5 亀田･東郷 6  関谷･三島 7 田口･中鉢 8 合田･堀口

※抽選は、3～4  5～8

2018年度 川越市春季テニストーナメント 2018-05-02

川越市テニス協会




