
川越 直美 和田 治子
西大路 隆範 木月 登志夫

山本 友佳子 w.o 谷津 徳美 w.o

山本 晃平 谷津 忠司

大場 直美 63 小林 茉央 w.o

清水 廣道 61 今泉 健汰 60

山脇 澄江 )( あさき        田谷 治人
山脇 良二 )( 名細          田谷 利江

柴田 孝子 76 石渡 順子 76

柴田 健治 (３) 60 石渡 鷹斗 (６) 62

小林 弘美 )( あさき        大山 圭子
小林 征弘 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ    小島 英夫

鬼久保 清恵 63 谷口 綾子 63

鬼久保 平 関根 義和

高橋 絢子 75 長谷川 陽子 61

高橋 俊成 石井 智

鈴木 恭子 61 原 陽子 62

飯野 貴浩 原 康之

山川 フミナ 新井 亜由子
原山 真哉 浅田 健太郎

渡邉 ひとみ 62 持田 恵子 w.o

渡邉 健弥 岩田 靖信

田谷 有紀 61 中村 優子 64

田谷 陸仁 75 中村 敦夫 61

水谷 良子 内田 貴子
篠原 勇 竹内 和巳

安達 美智子 63 山越 紀子 64

安達 真也 75 高谷 真 w.o

堀ノ内 信子 )( 名細          池田 加代子
豊田 裕昭 )( HKクラブ    池田 次男

油井 陽子 76 清水 順子 w.o

林 政男 (４) 清水 芳則

大森 文代 61 福田 良絵 63

大森 昭浩 佐々木 正弘

浅見 優帆 )( 庭球塾      61 林 涼子 61

井戸田 善正 )( 個人          林 崇
18 36 )( 個人          

17 )( 個人          35 )( 個人          

32 )( HKｸﾗﾌﾞ     

15 33 )( あさき        

16 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   34 )( 個人          

11 )( 個人          29 )( 個人          

D

12 )( 個人          30 )( 遊乗会      

13 )( PTC          31 )( PTC          

14 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ    B

9 )( 遊乗会      27 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   

10 )( 霞ヶ関       28 )( 庭球塾      

)( あさき        

8 )( 東洋組      26 )( 個人          

6 24 )( HKｸﾗﾌﾞ     

7 )( HKｸﾗﾌﾞ     25 )( 個人          

C

2 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   20 )( ﾗﾋﾟｽ          

3 )( 名細          21 )( 東洋組      

4 22 )( 個人          

5 )( ﾗﾋﾟｽ          A 23

混合ダブルス予選 １ ［Ａ～Ｄ］

1 )( 個人          19 )( 庭球塾      
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