
一般男子シングルス本戦
※Q:予選通過者, L:ラッキールーザー

1. 上原 浩路 )( 名細      優勝 17. 藤島 翔太郎 )( 遊乗会   

Q 2. 品田 諒 )( 東洋組   80 原 康之 81 18. 平岡 陽 )( 遊乗会   Q

Q 3. 鈴木 孝明 )( 名細      80 84 19. 小峰 直 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     Q

4. 赤藤 修司 )( ｻﾉﾌｨ     84 86 20. 戸田 清 )( ﾛｲﾔﾙP   

5. 斉藤 勇輝 )( ﾛｲﾔﾙP   84 83 21. 原 康之 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     

Q 6. 中村 幸洋 )( 一般      85 84 22. 大森 一摩 )( ﾛｲﾔﾙP   Q

Q 7. 大野 祐季 )( 遊乗会   86 63 86 23. 斉藤 潤 )( 霞ヶ関    Ｌ62

8. 水村 亮介 )( ﾛｲﾔﾙP   82 82 24. 石田 雅之 )( 遊乗会   

9. 松岡 慎一 )( 遊乗会   w.o 80 25. 菅野 喜久 )( あさき     

Q 10. 澗田 貴大 )( 東洋組   81 83 26. 米山 文夫 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     Q

Ｌ 11. 黒川 信彦 )( 遊乗会   85 86 27. 高雄 友則 )( 遊乗会   Q

12. 大野 竜太 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     81 82 28. 林 崇 )( 名細      

13. 井上 晋 )( 霞ヶ関    82 86 29. 池上 雅人 )( 名細      

Q 14. 松本 猛 )( ＴＮＪ      84 82 30. 川越 淳一 )( 一般      Q

Q 15. 勝屋 宏一 )( ＰＴＣ      81 80 31. 綾部 竜治 )( 霞ヶ関    Q

16. 加藤 正浩 )( ＰＴＣ      82 83 32. 羽入田 浩司 )( 名細      

----- ３位決定戦 -----

1. 上原 浩路 )( 名細      

32. 羽入田 浩司 )( 名細      w.o

一般男子ダブルス本戦
※Q:予選通過者, L:ラッキールーザー

1.
松岡 慎一 )( 遊乗会   優勝

9.
長野 誠 )( ﾙﾙﾃｶ    

藤島 翔太郎 )( 遊乗会   大野 竜太 三浦 浩一 )( ﾙﾙﾃｶ    

Q 2.
高雄 友則 )( 遊乗会   86 加藤 聡 81

10.
諸口 尚良 )( KTC会   

Q
石田 雅之 )( 遊乗会   川崎 勝七 )( KTC会   

Q 3.
豊田 裕昭 )( HKｸﾗﾌﾞ  85 83

11.
橋塚 義弘 )( PTC      

Q
清水 芳則 )( 遊乗会   63 篠原 勇 )( PTC      

Ｌ 4.
津久井 慎 )( あさき     84 62 82

12.
大野 竜太 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     

國吉 正視 )( あさき     加藤 聡 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     

5.
羽入田 浩司 )( 名細      81 86

13.
森田 繁道 )( ｻﾉﾌｨ     

林 崇 )( 名細      赤藤 修司 )( ｻﾉﾌｨ     

Q 6.
高橋 進 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ 86 86

14.
清水 和夫 )( HKｸﾗﾌﾞ  

Q
小林 陽平 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ 高谷 真 )( HKｸﾗﾌﾞ  

Q 7.
加藤 正浩 )( PTC      97 82

15.
西大路 隆範 )( 一般      

Q
勝屋 宏一 )( PTC      梶田 智史 )( ﾛｲﾔﾙP   

8.
小峰 直 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     85 82

16.
鈴木 孝明 )( 名細      

青木 重男 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     上原 浩路 )( 名細      

----- ３位決定戦 -----

7.
加藤 正浩 )( PTC      

勝屋 宏一 )( PTC      

16.
鈴木 孝明 )( 名細      43RET

上原 浩路 )( 名細      

【シード順位】
1 上原浩路 3 松岡 慎一 5 菅野喜久 7 藤島翔太郎
2 羽入田浩司   4 石田雅之 6 加藤正浩 8 水村亮介
  ※抽選は、3～4、5～8

【シード順位】
  1 松岡･藤島  3 羽入田･林
  2 鈴木･上原  4 大野･加藤
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一般女子シングルス本戦
※Q:予選通過者, L:ラッキールーザー

1. 唐沢 俊江 )( 霞ヶ関    
優勝

9. 青木 明子 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ 

唐沢 俊江
2. BYE )(             

81
10. 山川 ﾌﾅﾐ )( 霞ヶ関    Q

Q 3. 村山 美加 )( 一般      
81 82

11. 桐山 瑛子 )( 東洋組   Q
60

4. 竹洞 純子 )( 一般      
85 62 86

12. 三浦 真理 )( 遊乗会   

5. 篠田 綾子 )( ﾛｲﾔﾙP   
83 85

13. 上野 明子 )( 遊乗会   

Q 6. 高尾 里佳 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     
86 81

14. 津久井 朗子 )( あさき     Q

Ｌ 7. 鈴木 淑江 )( 一般      
85 84

15. 古屋 日香留 )( ﾛｲﾔﾙP   Q

8. 千葉 まゆみ )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  
81 83

16. 川越 直美 )( 一般      

----- ３位決定戦 -----

5. 篠田 綾子 )( ﾛｲﾔﾙP   

12. 三浦 真理 )( 遊乗会   
75

一般女子ダブルス本戦
※Q:予選通過者, L:ラッキールーザー

1.
花畑 めぐみ )( 遊乗会   優勝

13.
平岡 栄子 )( 遊乗会   

溝渕 佳子  )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     小川 裕美 葛西 江里子 )( あさき     

Q 2.
藤本 澄子 )( HKｸﾗﾌﾞ  岸田 千華

14.
藤岡 まゆみ )( 名細      

Q
浅見 仲子 )( ＫＴＣｏ   81 82 川島 陽子 )( 名細      

Ｌ 3.
大久保 幸 )( Ｐｏｃｏ     83 97

15.
山崎 君代 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     

神永 章子 )( Ｐｏｃｏ     間 美紀子 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     

4.
関根 真由美 )( ﾃﾆｽﾅﾂﾂ 81 84

16.
小川 裕美 )( ﾛｲﾔﾙP   

Q
安達 美智子 )( ﾃﾆｽﾅﾂﾂ 岸田 千華 )( ﾛｲﾔﾙP   

Q 5.
細谷 典子 )( あさき     97 83

17.
佐伯 映子 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     

Q
細谷 佳代子 )( あさき     86 62 83 森園 紀子 )( 遊乗会   

6.
谷島 今日子 )( あさき     75

18.
山内 美奈子 )( あさき     

小野 好子 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ 恒川 衣利子 )( あさき     

7.
池上 瑞枝 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     w.o 84

19.
池田 加代子 )( あさき     

高尾 里佳 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     三浦 文子 )( あさき     

Q 8.
窪谷 佳子 )( 遊乗会   

20.
内田 英美 )( ﾛｲﾔﾙP   

Q
上野 明子 )( 遊乗会   85 82 鈴木 恭子 )( ﾙﾙﾃｶ    

Q 9.
岡部 静子 )( 名細      83 82

21.
林  涼子 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  

Ｌ
粕谷 洋子 )( 名細      小林 未奈子 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  

10.
長谷川 めぐみ )( HKｸﾗﾌﾞ  80 84

22.
川越 直美 )( 一般      

Q
二階堂 淳子 )( HKｸﾗﾌﾞ  篠田 綾子 )( ﾛｲﾔﾙP   

Q 11.
千葉 まゆみ )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  86 82

23.
五十嵐 桂子 )( 庭球塾   

Q
須藤 珠美 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  84 82 武田 浩子 )( 庭球塾   

12.
高根 幸子 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ 

24.
土屋 久美子 )( あさき     

真中 孔美 )( 名細      福岡 厚子 )( ﾌｫﾚｽﾄ   

----- ３位決定戦 -----

1.
花畑 めぐみ )( 遊乗会   

溝渕 佳子  )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     

22.
川越 直美 )( 一般      w.o

篠田 綾子 )( ﾛｲﾔﾙP   

【シード順位】
 1 唐沢俊江 3 篠田綾子
 2 川越直美 4 三浦真理
  ※抽選は、3～4

【シード順位】
  1 花畑･溝渕   5 池田･三浦
  2 土屋･福岡   6 高根･真中
  3 池上･高尾   7 平岡･葛西
  4 山内･恒川   8 谷島･小野
  ※抽選は、3～4、5～8
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春

一般男子シングルス予選 １（A～D）

1 米山 文夫 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      23 小峰 直 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      

2 BYE
w.o

24 中野渡 利 )( 一般       
62

3 林 翔太 )( ﾛｲﾔﾙP   25 尾崎 稔樹 )( 東洋組   
62

4 建部 愛 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  
76(1)

26 川本 恵司 )( 一般       
61

5 根井 耕介 )( ＰＴＣ      
60

27 高谷 真 )( HKｸﾗﾌﾞ  
w.o

6 川村 陽介 )( 一般       Ａ 28 小倉 桂一 )( 遊乗会   Ｃ
63 62

7 中山 秀樹 )( 遊乗会   
w.o

29 合田 一雄 )( 庭球塾   
w.o

8 糸賀 俊之 )( 東洋組   
63

30 竹石 悟 )( ﾛｲﾔﾙP   
w.o

9 下田 達也 )( ﾙﾙﾃｶ     
64

31 栗原 秀明 )( ﾙﾙﾃｶ     
60

10 吉田 和雄 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      
60

32 楠田 隼 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      
61

11 浅見 一広 )( KTC会   
w.o

33 保田 和豊 )( あさき     
60

12 高雄 友則 )( 遊乗会   34 大原 康弘 )( ﾛｲﾔﾙP   

13 BYE
w.o

35 吉田 恭 )( 一般       
61

14 松井 幸太郎 )( 一般       36 新井 邦明 )( 市役所   
63

15 桂川 昌也 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      
64

37 多胡 友之 )( 遊乗会   
63

16 田村 定三 )( ﾛｲﾔﾙP   
w.o

38 石澤 博 )( あさき     
62

17 田中 徹 )( ﾌｫﾚｽﾄ    Ｂ 39 福田 和彦 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      Ｄ
64 64

18 斉藤 陽吾 )( 石井ＴＡ  
61

40 山原 雅人 )( ＴＮＪ       
64

19 菅沼 誠 )( 霞ヶ関    
w.o

41 船生 渉 )( 東洋組   
63

75 長瀬 研一郎 )( ﾙﾙﾃｶ     
75

42 山本 充彦 )( ﾚｲｸ        
76(0)

21 鈴木 孝 )( ＴＮＪ       
61

43 宮崎 弘行 )( 一般       

22 柏村 直規 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      
61

44 三浦 浩一 )( ﾙﾙﾃｶ     
w.o
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央

一般男子シングルス予選 ２ （E～H）

45 鈴木 孝明 )( 名細       67 稲葉 実 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      

46 下田 卓馬 )( ﾙﾙﾃｶ     
61

68 後藤 泰信 )( 一般       
w.o

47 佐藤 謙司 )( 一般       
62

69 大沢 昇 )( ﾙﾙﾃｶ     
63

48 三上 陽照 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      
62

70 鶴岡 光太郎 )( あさき     
62

49 河野 康雄 )( ﾛｲﾔﾙP   
64

71 田村 雄一 )( ＰＴＣ      
w.o

50 大西 英夫 )( 庭球塾   Ｅ 72 土屋 祐樹 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ Ｇ
75 60

51 山崎 正人 )( 霞ヶ関    
w.o

73 飯塚 広道 )( 名細       
61

52 安富祖 秀成 )( 石井ＴＡ  
62

74 西脇 紀夫 )( ﾛｲﾔﾙP   
w.o

53 大武 正和 )( 東洋組   
62

75 古口 裕康 )( 東洋組   
60

54 松本 拓真 )( ＴＮＪ       
75

76 岩田 靖信 )( ＫＴＣｏ    
60

55 田口 信昭 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      
61

77 大野 祐季 )( 遊乗会   
61

56 勝屋 宏一 )( ＰＴＣ      78 梶田 智史 )( ﾛｲﾔﾙP   

57 杉本 浩 )( 一般       
63

79 中村 幸洋 )( 一般       
61

58 吉森 靖浩 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      
75

80 高塚 奨 )( 東洋組   
61

59 萩原 孝英 )( 一般       
62

81 佐々木 儀 )( ＰＴＣ      
62

60 平山 武利 )( ﾛｲﾔﾙP   
61

82 重松 眞一 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      
63

61 川上 泰輔 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      Ｆ 83 鈴木 省吾 )( あさき     Ｈ
61 60

62 岡本 雄祐 )( 東洋組   
75

84 椙田 秀樹 )( 一般       
61

63 神林 優 )( 市役所   
62

85 中村 剛 )( 市役所   
60

64 池光 雅史 )( 一般       
62

86 苣木 得仁 )( ﾙﾙﾃｶ     
76(5)

65 小名木 稔 )( ＫＴＣｏ    
w.o

87 鈴木 重信 )( 一般       
61

66 長野 誠 )( ﾙﾙﾃｶ     
61

88 黒川 信彦 )( 遊乗会   
61
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古

幸

一般男子シングルス予選 ３ （Ｉ～Ｌ）

89 古田 武夫 )( ﾚｲｸ        111 松本 猛 )( ＴＮＪ       

90 井上 大樹 )( 一般       
63

112 岸森 良明 )( 一般       
60

91 鈴木 伸 )( ﾙﾙﾃｶ     
61

113 柳沢 則行 )( ﾙﾙﾃｶ     
w.o

92 太地 利夫 )( ﾛｲﾔﾙP   
63

114 愛田 潤 )( ﾛｲﾔﾙP   
64

93 上原 純一 )( ＰＴＣ      
w.o

115 小野 建史 )( 一般       
w.o

94 綾部 竜治 )( 霞ヶ関    Ｉ 116 山根 義光 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      Ｋ
62 62

95 荒井 信成 )( 一般       
62

117 秋葉 進也 )( あさき     
w.o

96 新井 邦夫 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      
61

118 靏 将史 )( 東洋組   
w.o

97 武内 享 )( 東洋組   
75

119 海原 大樹 )( ﾛｲﾔﾙP   
61

98 川口 弘晃 )( 一般       
63

120 相原 克好 )( ＫＴＣｏ    
60

99 國吉 正視 )( あさき     
60

121 小ノ澤 克彦 )( 霞ヶ関    
76(5)

100 諸口 尚良 )( KTC会   122 北森 哲平 )( 一般       

101 深沢 晃太郎 )( 一般       
61

123 大川 毅 )( 一般       
w.o

102 品田 諒 )( 東洋組   
63

124 赤井 宏至 )( 東洋組   
63

103 岸田 秀一 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      
60

125 小谷野 和 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      
64

104 吉岡 孝洋 )( ﾊﾋﾟﾈｽ    
w.o

126 榊原 守道 )( 霞ヶ関    
63

105 中村 光孝 )( あさき     Ｊ 127 沼崎 正義 )( 遊乗会   Ｌ
62 64

106 西留 清比 )( ﾚｲｸ        
61

128 柿澤 裕 )( ﾛｲﾔﾙP   
75

107 山田 宏 )( ﾛｲﾔﾙP   
64

129 高倉 凌 )( あさき     
64

108 加藤 雄樹 )( ﾙﾙﾃｶ     
76(2)

130 古梶 大輔 )( ﾙﾙﾃｶ     
76(2)

109 小林 陽平 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ 
60

131 宮崎 克彦 )( HKｸﾗﾌﾞ  
62

110 中鉢 恵一 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      
w.o

132 石井 繁 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      
60
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範

一般男子シングルス予選 ４ （Ｍ～Ｐ）

133 斉藤 潤 )( 霞ヶ関    155 川越 淳一 )( 一般       

134 荒川 成人 )( 一般       
60

156 吉川 清一 )( 一般       
62

135 北嶋 義之 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      
64

157 加藤 和哉 )( ﾛｲﾔﾙP   
76(3)

136 渡辺 聖知 )( ﾙﾙﾃｶ     
62

158 荻山 英臣 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      
64

137 鈴木 匠 )( 市役所   
w.o

159 吉田 智則 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ 
42RET

138 前野 一美 )( 名細       Ｍ 160 秋山 成和 )( ＴＮＪ       Ｏ
62 62

139 中村 孝広 )( 庭球塾   
60

161 水谷 隆 )( あさき     
61

140 澗田 貴大 )( 東洋組   
60

162 作本 拓也 )( 市役所   
61

141 大野 隆行 )( ﾛｲﾔﾙP   
61

163 樫木 弘 )( ﾛｲﾔﾙP   
61

142 松本 篤 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ 
w.o

164 小島 英夫 )( HKｸﾗﾌﾞ  
60

143 並木 克則 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      
60

165 森 一寿 )( 東洋組   
61

144 田中 善之 )( ﾌｫﾚｽﾄ    166 加藤 裕行 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      

145 荒井 剛 )( 名細       
w.o

167 安達 規裕 )( 一般       
62

146 渡辺 誠止 )( ﾛｲﾔﾙP   
60

168 千坂 勇貴 )( 東洋組   
w.o

147 鈴木 計善 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      
60

169 渡辺 進一 )( 一般       
62

148 栗原 英俊 )( ﾙﾙﾃｶ     
w.o

170 大森 一摩 )( ﾛｲﾔﾙP   
62

149 桜井 大輔 )( 一般       Ｎ 171 西大路 隆 )( 一般       Ｐ
63 64

150 山主 誠司 )( ＰＴＣ      
61

172 藤井 嘉雄 )( 霞ヶ関    
63

151 高橋 雄一 )( 市役所   
62

173 大橋 秀紀 )( 市役所   
w.o

152 西大條 浩一 )( あさき     
63

174 山崎 智崇 )( ﾙﾙﾃｶ     
61

153 亀谷 正 )( 一般       
64

175 水出 政巳 )( 一般       
w.o

154 平岡 陽 )( 遊乗会   
60

176 篠原 勇 )( ＰＴＣ      
75
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一般男子ダブルス予選 １ (A～D)

1 加藤、勝屋 )( PTC       27 戸田、斉藤 )( ﾛｲﾔﾙP   

2 清水、弾 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      
61

28 桂川、吉森 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      
62

3 深沢、山岡 )( 一般 
63

29 山崎、下田達 )( ﾙﾙﾃｶ     
60

76(8)

4 建部、田中 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  
61

30 川口、椙田 )( 一般 

5 金子、金子 )( 一般 
75

31 合田、仲川 )( 庭球塾    
75

6 新井、神林 )( 市役所    
64

32 高倉、高倉 )( あさき     
62

C
7 栗原、栗原 )( ﾙﾙﾃｶ     

76(6)
A 33 黒川、須田 )( 遊乗会 

64 76(3)

64

8 中村、草間 )( あさき     34 橋塚、篠原 )( PTC       

9 神田、佐藤 )( 一般 
76(4)

35 新井、江原 )( 一般 
63

10 中村、渡邉 )( 東洋組    
60

36 鈴木、高橋雄 )( 市役所    
62

11 野村、宝川 )( 名細       
62

37 山崎、榊原 )( 霞ヶ関    
64

12 滝沢、宮崎
( ﾘﾄﾌﾟﾘ  ・ 60 38 千坂、高塚 )( 東洋組    63

   HKｸﾗﾌﾞ )

13 永岡、平岡
( ﾃﾆｽﾅｯﾂ ・ 61

39 花田、鈴木
( ﾃﾆｽﾅｯﾂ ・ w.o

     遊乗会 )       あさき )

14 國吉、津久井 )( あさき     40 田中、田中 )( ﾌｫﾚｽﾄ    

15 潤田、赤井 )( 東洋組    
75

41 伊藤、田中 )( 一般 
63

16 渡辺、神戸 )( 一般 
63

42 鈴木、苣木 )( ﾙﾙﾃｶ     
61

17 渡辺、飯嶋 )( PTC       
64

43 美松、秋谷 )( 一般 
64

18 合田、小島 )( HKｸﾗﾌﾞ  
61

44 鈴木、中島 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      
62

19 山本、若生 )( ﾚｲｸ 
64

45 坂本、小山 )( 東洋組    
62

20 須黒、関谷 )( ﾛｲﾔﾙP   
64

B 46 清水、高谷 )( HKｸﾗﾌﾞ  
61

D
63 64

21 高橋、小林 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ 47 福田、太地 )( ﾛｲﾔﾙP   

22 大野、亀谷
( ﾛｲﾔﾙP ・ 61

48 菅沼、原山 )( 霞ヶ関    
62

        一般 )

23 渡辺、小泉 )( あさき     
60

49 北垣、新井 )( 庭球塾    
64

24 飯野、鈴岡 )( 一般 
61

50 関根、茂木 )( 一般 
62

25 大澤、牧野 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      60 51 西留、冨田 )( ﾚｲｸ 61

26 橋詰、鹿島 )( ﾙﾙﾃｶ     
76(7)

52 沼崎、吉川
( 遊乗会 ・ 64

        一般 )
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一般男子ダブルス予選 ２ (E～H)

53 佐藤、綾部 )( 霞ヶ関    79 秋葉、鶴岡 )( あさき      

54 池田、皆川 )( ﾛｲﾔﾙP   
64

80 山本芳、山本舜
( ﾘﾄﾌﾟﾘ ・ 61

     ﾛｲﾔﾙP )

55 川上、小林 )( 一般 
62

81 寺西、渡辺 )( 一般 
62

63 61

56 山脇、金古 )( あさき     82 大沢、下田卓 )( ﾙﾙﾃｶ      

57 中村、高橋一 )( 市役所    
w.o

83 向川、増田 )( 一般 
64

58 人見、岩間 )( 東洋組    
61

84 尾崎、岡本 )( 東洋組    
61

E G
59 佐久間、足立 )( 一般 

63 76(2)
85 井上、盛田 )( 霞ヶ関     

63 64

60 稲葉、加村 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      86 諸口、川崎 )( KTC会 

61 岸森、中村 )( 一般 
63

87 三上、小谷野 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ       
63

62 濡木、木下 )( PTC       
62

88 吉井、木村 )( 一般 
64

63 松井、中野渡 )( 一般 
61

89 比留間、根本 )( 遊乗会 
62

64 渡辺、柳沢 )( ﾙﾙﾃｶ     62 90 靎、品田 )( 東洋組    w.o

65 清水、豊田
( 遊乗会 ・ 60

91 太田、田村 )( PTC        
63

   HKｸﾗﾌﾞ )

66 西大路、梶田
( 一般 ・

92 高尾、石田 )( 遊乗会 
    ﾛｲﾔﾙP )

67 江面、中田 )( HKｸﾗﾌﾞ  
61

93 小池、菅野 )( 一般 
62

68 藤原、松橋 )( 一般 
61

94 中村、斉藤 ( 石井TA   )
62

69 小菅、小山 )( 東洋組    
76(6)

95 林、樫木 )( ﾛｲﾔﾙP    
60

70 山口、畔見 )( 一般 
63

96 畠山、窪田 )( 一般 
62

71 片岡、多胡 )( 遊乗会 
75

97 古口、白井 )( 東洋組    
60

72 河井、長瀬 )( ﾙﾙﾃｶ     
62

F 98 重松、柏村 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ       
62

H
61 63

73 堀越、小林 )( PTC       99 八谷、古田 )( ﾚｲｸ 

74 後藤、吉田 )( 一般 
62

100 加藤、中村 )( 一般 
61

75 荻山、福原
( ﾘﾄﾌﾟﾘ  ・ w.o

101 大武、三村 )( 東洋組    
w.o

        一般 )

76 武内、西澤 )( 東洋組    
62

102 戸住、真中 )( 一般 
60

77 荒井、山田 )( ﾛｲﾔﾙP   64 103 加藤、古梶 )( ﾙﾙﾃｶ      61

78 小美濃、岡本 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  
62

104 守屋､野村
( あさき ・ 61

         一般 )

105 佐野、佐久間 )( 一般 
60
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留

子

子

子

子

枝

子

子

一般女子シングルス予選 1  (Ａ～D)

1 津久井 朗 )( あさき      18 村山 美加 )( 一般       

2 植松 智子 )( 一般       
62

19 戸口 由子 )( TNJ        
61

3 松本 典子 )( 一般       
w.o

20 山内 陽子 )( ﾛｲﾔﾙP    
62

60

4 山口 祐子 )( ﾛｲﾔﾙP    21 有水 恵美 )( ﾙﾙﾃｶ     
60

A C

5 田中 裕子 )( ﾌｫﾚｽﾄ    
64 60

22 井谷 伸枝 )( ﾊﾋﾟﾈｽ     
61

6 水品 理子 )( 一般       23 須崎 喜久 )( ﾚｲｸ        
62

7 俵山 幸枝 )( ﾙﾙﾃｶ     
60

24 田谷 有紀 )( 一般       
64

8 佐藤  恵 )( 遊乗会    
63

25 中村 優子 )( 石井TA   
60

9 田中 千恵 )( ﾛｲﾔﾙP    
w.o

10 恒川 衣利 )( あさき      26 古屋 日香 )( ﾛｲﾔﾙP    

11 山内 章子 )( 一般       
62

27 鶴岡 真利 )( 一般       
62

12 戸田 千穂 )( ﾛｲﾔﾙP    
62

28 内藤 恵美 )( 石井TA   
63

13 吉田 清美 )( 一般       
w.o

29 柴田 孝子 )( ﾚｲｸ        
61

B D

14 前田 倫代 )( 遊乗会    
61

30 今尾 幸子 )( サノフィ   
75

15 長井 久美 )( リトプリ    
63

31 鈴木 温代 )( 霞ヶ関    
64

16 鹿目 順子 )( ﾙﾙﾃｶ     
62

32 持田 けい子 )( ﾌｫﾚｽﾄ    
61

17 桐山 瑛子 )( 東洋組    
63

33 小林 弘美 )( あさき      
61
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子

子

恵

子

一般女子シングルス予選 2  (Ｅ～G)

34 山川 フナミ )( 霞ヶ関    50 高尾 里佳 )( リトプリ    

35 林  初江 )( リトプリ    
62

51 坂田 郁美 )( 一般       
60

36 島田 玲子 )( KTCo     
64

52 石渡 順子 )( あさき     
60

37 山内 美紀 )( 一般       
63

53 古屋 登茂 )( ﾛｲﾔﾙP   
64

E G

38 天野 信子 )( ﾛｲﾔﾙP   
64

54 水野 京子 )( ﾙﾙﾃｶ     
61

39 石澤 道子 )( あさき     
w.o

55 鈴木 淑江 )( 一般       
63

40 横溝 清美 )( 石井TA  
64

56 内藤 美保 )( 石井TA  
63

41 須藤 珠美 )( ﾗﾌﾞｵ-ﾙ   
63

57 高橋 泰子 )( ハピネス  
64

42 小林 未奈 )( ﾗﾌﾞｵ-ﾙ   

43 森屋 卓子 )( ﾌｫﾚｽﾄ    
62

44 福田 由貴 )( ﾛｲﾔﾙP   
60

45 長岡 嘉代 )( ﾚｲｸ        
62

Ｆ

46 原田 晶子 )( 霞ヶ関    
60

47 田中 久子 )( 石井TA  
75

48 高野 知子 )( 庭球塾   
61

49 内田 貴子 )( 東洋組   
63
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一般女子ダブルス予選１(Ａ～Ｆ)

1 窪谷･上野 )( 遊乗会    29 五十嵐･武田 )( 庭球塾    

2 BYE
61

30 今井･窪田 )( 一般       
64

3 白賀･上田 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      31 岸田･小川
( ﾛｲﾔﾙP ・ 62

62        あさき ) 61

4 北口･黒田 )( 一般       32 里村･土井
( HKｸﾗﾌﾞ ・

        ＪＯＹ )

5 小田島･徳竹 )( ﾛｲﾔﾙP    
62

33 松本･田中
( ＴＮＪ ・ 62

Ａ
       ﾘﾄﾌﾟﾘ )

Ｄ
6 北沢･前川

( ﾌｫﾚｽﾄ ・ 64
34 山崎･山田 )( ｽﾏｯｼｭ    

63

        Poco )

7 星野･荻野 )( あさき      
60

35 桐山･林 )( 東洋組    
61

8 小峰･有水 )( ﾙﾙﾃｶ     36 渡辺･筧 )( 一般       
75 63

9 山内･安野 )( ﾛｲﾔﾙP    
61

37 川瀬･原山 )( ﾛｲﾔﾙP    
61

10 佐藤･小林 )( ﾚｲｸ        
64

38 篠田･佐々木 )( あさき      
62

11 佐伯･森園
( ﾘﾄﾌﾟﾘ ・

39 柴田･柴田 )( ﾚｲｸ        
     遊乗会 )

12 栗原･足立 )( あさき      
60

40 坂田･鈴木 )( 一般       
61

13 高橋･白井 )( HKｸﾗﾌﾞ   
75

41 鬼久保･中田 )( HKｸﾗﾌﾞ   
62

64 61

14 俵山･水野 )( ﾙﾙﾃｶ     42 森田･笛木 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      

15 本田･安藤 )( ＪＯＹ       
60

43 酒谷･諸田 )( あさき      
62

Ｂ Ｅ
16 鈴木･渡辺 )( 霞ヶ関     

62
44 三村･田中

( HKｸﾗﾌﾞ ・ 64

      ﾌｫﾚｽﾄ )

17 田中･山内
( ﾌｫﾚｽﾄ ・ 64

45 内藤･横溝 )( 石井ＴＡ  
60

     ﾛｲﾔﾙP )

18 岸･佐藤 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      
62

46 天野･山口 )( ﾛｲﾔﾙP    
64

19 太田･上川 )( ｽﾏｯｼｭ    
60

47 岡部･粕谷 )( 名細       
62

20 田部井･富田 )( ｽﾏｯｼｭ    48 千葉･須藤 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ   

21 皆川･中村
( ﾘﾄﾌﾟﾘ ・ 60

49 谷津･小川 )( ﾛｲﾔﾙP    
62

   石井ＴＡ )

22 高野･林 )( あさき      
64

50 山口･八木田 )( 一般       
64

64 61

23 広田･小原
( HKｸﾗﾌﾞ ・

51 大山･松津 )( HKｸﾗﾌﾞ   
        Poco )

24 藤岡･川島 )( 名細       
61

52 桑原･鈴木
( あさき ・ 76(6)

Ｃ
       KTCo )

Ｆ
25 三上･盛田 )( 一般       

61
53 弘中･大嶋 )( 名細       

63

26 小野口･柳原 )( 遊乗会    
61

54 川上･渡辺 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      
63

27 田中･村山
( ﾛｲﾔﾙP ・

55 持田･森屋 )( ﾌｫﾚｽﾄ     
        一般 ) 61 64

28 冨松･板井 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      
60

56 鈴木･佐々木
( あさき ・ 61

     遊乗会 )
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一般女子ダブルス予選２(Ｇ～Ｌ)

57 小川･岸田 )( ﾛｲﾔﾙP    85 細谷･細谷 )( あさき      

58 内田･福永 )( 東洋組    
61

86 粂･対埼 )( 一般       
62

59 山下･伊井 )( 一般       
w.o

87 宮木･石川 )( 遊乗会    
61

61 61

60 谷永･内藤 )( 石井ＴＡ  88 権田･横山 )( 一般       

61 中岡･鉾立
( 遊乗会 ・ 61

89 有川･有賀 )( Poco       
64

       ﾘﾄﾌﾟﾘ )
Ｇ Ｊ

62 水口･大石
( 名細 ・ 63

90 小林･林 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ   
60

       あさき )

63 高崎･浅野 )( 一般       
62

91 鈴木･中村 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      
62

64 益城･伊勢 )( ﾛｲﾔﾙP    92 小峯･高橋 )( HKｸﾗﾌﾞ   
61 60

65 木曽･山崎 )( ﾙﾙﾃｶ     
60

93 田中･三吉 )( ﾌｫﾚｽﾄ     
w.o

66 神永･大久保 )( Poco       
62

94 古屋･古屋 )( ﾛｲﾔﾙP    
w.o

67 石井･横田
( 遊乗会 ・

95 笠原･美代川 )( 名細       
   ﾃﾆｽﾅｯﾂ )

68 白川･鈴木 )( ﾌｫﾚｽﾄ     
62

96 岩間･高橋 )( 遊乗会    
63

69 小町･藤野 )( ﾛｲﾔﾙP    
60

97 吉田･渡辺 )( ﾛｲﾔﾙP    
63

61 62

70 宮原･山崎 )( 名細       98 梅崎･吉田 )( 一般       

71 堀越･山崎 )( HKｸﾗﾌﾞ   
62

99 林･植松 )( あさき      
64

Ｈ Ｋ
72 山川･竹沢 )( 霞ヶ関     

64
100 谷口･舟生 )( 一般       

75

73 屋野･山脇 )( あさき      
60

101 吉澤･柿沢 )( ﾛｲﾔﾙP    
75

74 二羽･牧野 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      102 吉川･杉岡 )( 一般       
60 61

75 川越･篠田
( 一般 ・ 60

103 藤本･浅見
( HKｸﾗﾌﾞ ・ 61

     ﾛｲﾔﾙP )        KTCo )

76 佐藤･足立
( 遊乗会 ・

104 青木･岡本
( ﾃﾆｽﾅﾂﾂ ・

        Poco )      遊乗会 )

77 鹿目･松本 )( 一般       
75

105 皆川･菅野 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      
60

78 栗原･宇津木
( 一般 ・ 76(5)

106 小林･池田 )( ﾛｲﾔﾙP    
64

     ﾛｲﾔﾙP ) 62 62

79 林･熊田 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      107 福田･辺見 )( ﾌｫﾚｽﾄ     

80 浜谷･横川 )( ﾌｫﾚｽﾄ     
76(2)

108 井谷･高橋 )( ﾊﾋﾟﾈｽ     
62

Ｉ Ｌ
81 津久井･中嶋 )( あさき      

61
109 早津･建岡 )( あさき      

63

82 石橋･田中 )( 遊乗会    
w.o

110 松尾･松尾 )( ﾛｲﾔﾙP    
75

83 伊藤･岡森 )( ﾚｲｸ        111 横田･藤戸 )( 名細       
61 75

84 内田･鈴木
( ﾛｲﾔﾙP ・ 62

112 小山･水野 )( ﾙﾙﾃｶ     
61

      ﾙﾙﾃｶ )

2009年度 川越市春季テニストーナメント 2009-04-11
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壮年男子シングルス（45歳以上）

1. 菅野 喜久 )( あさき     優勝 33. 竹田 茂 )( ｻﾉﾌｨ     

2. BYE 加藤 正浩 34. BYE

3. 山原 雅人 )( TNJ       61 63 35. 新井 邦夫 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     

4. 中村 孝広 )( 庭球塾   w.o 61 36. 榊原 守道 )( 霞ヶ関    

5. 西大條 浩二 )( あさき     61 64 37. 浅見 一広 )( KTC会   

6. 岸田 秀一 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     w.o 64 38. 柴田 健治 )( ﾚｲｸ       

7. BYE 63 63 39. 河野 康雄 )( ﾛｲﾔﾙP   

8. 佐藤 一司 )( 霞ヶ関    62 40. 岡本 俊成 )( 遊乗会   

9. 平岡 陽 )( 遊乗会   62 62 41. 都築 良三 )( 名細      

10. 水出 政己 )( 一般      w.o 61 42. 鈴木 孝 )( TNJ       

11. 樫木 弘 )( ﾛｲﾔﾙP   63 61 43. 相原 克好 )( KTCo    

12. 野村 輝善 )( 名細      w.o 61 44. 中鉢 恵一 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     

13. 荒井 秀樹 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     60 61 45. 黒須 晴美 )( ﾛｲﾔﾙP   

14. 岩田 靖信 )( KTCo    61 61 46. 小島 英夫 )( HKｸﾗﾌﾞ  

15. BYE 76(4) 62 47. BYE61

16. 諸口 尚良 )( KTC会   
60

48. 鈴木 省吾 )( あさき     

17. 加藤 正浩 )( PTC      61 64 49. 赤藤 修司 )( ｻﾉﾌｨ     

18. BYE 50. BYE

19. 小池 精一 )( 一般      60 63 51. 小名木 稔 )( KTCo    

20. 小谷中 敏男 )( ﾌｫﾚｽﾄ   75 63 52. 菅沼 誠 )( 霞ヶ関    

21. 松本 猛 )( TNJ       61 75 53. 田村 定三 )( ﾛｲﾔﾙP   

22. 清水 正弘 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     62 61 54. 水谷 隆 )( 一般      

23. 細井 猛夫 )( ﾚｲｸ       60 60 55. 木村 聡 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     

24. 前野 一美 )( 名細      64 62 56. 小倉 桂一 )( 遊乗会   

25. 福田 博之 )( ﾛｲﾔﾙP   60 63 57. 池上 雅人 )( 名細      

26. 堀口 学 )( 庭球塾   w.o 58. BYE

27. 杉田 祐司 )( 一般      75 60 59. 渡辺 誠止 )( ﾛｲﾔﾙP   

28. 川辺 文男 )( KTC会   64 w.o 60. 中山 秀樹 )( 遊乗会   

29. 益城 泰雄 )( 名細      62 60 61. 田中 徹 )( ﾌｫﾚｽﾄ   

30. 和田 秀雄 )( KTCo    62 62 62. 藤原 養一 )( 一般      

31. BYE 61 62 63. BYE

32. 稲葉 実 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     64. 田口 信昭 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     

【シード順位】
1 菅野喜久  3 鈴木省吾  5 諸口良尚  7 竹田 茂
2 田口信昭  4 加藤正浩  6 赤藤修司  8 稲葉 実
  ※抽選は、3～4、5～8

【集合時刻】
1～32  1R ..  9時
1,8,16    ..  9時30分
17,32     .. 10時

---
33～48 1R .. 10時
33,48     .. 10時30分

---
49～64 1R .. 11時
49,57,64  .. 11時30分

2009年度 川越市春季テニストーナメント 2009-05-24
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壮年男子シングルス（55歳以上）

1. 川尻 康夫 )( KTC会   優勝 17. 須賀 賢司 )( 名細      

2. BYE 須賀 賢司
60

18. 大石 佳秀 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     

3. 石井 康義 )( 庭球塾   
63 64

19. 鈴木 勇雄 )( ﾌｫﾚｽﾄ   

4. 矢澤 肇雄 )( ﾌｫﾚｽﾄ   
61 60

20. 湯原 一城 )( 一般      

5. 沢野 行男 )( ﾊﾋﾟﾈｽ    
61 64

21. 城戸 康一 )( 霞ヶ関    

6. 飯塚 広道 )( 名細      
w.o 60

22. 東城 利一 )( 一般      

7. 成川 徳男 )( ｻﾉﾌｨ     
63 62

23. 田原 洋一 )( 庭球塾   

31RET

8. 有賀 耕司 )( ﾌｫﾚｽﾄ   
60 64

24. 福田 和彦 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     

9. 貴志 修己 )( 名細      
76(3) w.o

25. 大西 英夫 )( 庭球塾   

10 萩原 文雄 )( ﾌｫﾚｽﾄ   
w.o 61

26. 東郷 忠明 )( あさき     

11. 紺野 修博 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     
64 76(3)

27. 石橋 富士男 )( KTC会   

12. 西留 清比古 )( ﾚｲｸ       
61 62

28. 成田 英治 )( ﾌｫﾚｽﾄ   

13. 藤本 茂美 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ 
55RET 62

29. 澤田 一成 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     

14. 根市 勉 )( ﾌｫﾚｽﾄ   
62 61

30. 藤井 嘉雄 )( 霞ヶ関    

15. 宝川 法彦 )( 名細      
61 62

31. BYE

16. 梶浦 博之 )( 庭球塾   
60

32. 宮崎 恒雄 )( 名細      

【シード順位】
1 川尻康夫  3 貴志修己
2 宮崎恒雄  4 福田和彦
  ※抽選は、3～4
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壮年男子ダブルス（45歳以上）

1
須賀 賢司

)( 名細      優勝 17
園部 誠

)( 遊乗会   
吉田 幸太郎 西川 勝行

2
村松 義之

)( ﾛｲﾔﾙP   
60 赤藤 修司 62

18
伊藤 克己

)( 一般      
山極 文義 森田 繁道 田中 文昭

3
仲川 和広

)( 庭球塾   
62 　 76(4)

19
合田 一雄

)( 庭球塾   
秋谷 三四八 　 堀口 学

4
柴田 健治

)( ﾚｲｸ       
　 w.o 　 62

20
合田 教雄

)( HKｸﾗﾌﾞ  
西留 清比古 小島 英夫

5
平岡 陽 )( 遊乗会   　 　

21
黒須 晴美

)( ﾛｲﾔﾙP   
有村 誠 )( あさき     

63 64 関谷 勝巳

6
竹内 一

)( ﾙﾙﾃｶ    
　 60 61

22
佐久間 徹郎

)( 一般      
関口 圭輔 鍵和田 孝

7
左治木 吾郎 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     　 61 63 64

23
岡森 剛

)( ﾚｲｸ       
宮崎 克彦 )( HKｸﾗﾌﾞ  75 小林 誠

8
小谷中 敏男

)( ﾌｫﾚｽﾄ   
w.o 60

24
鈴木 省吾

)( あさき     
小山田 直人 小倉 雅弘

9
宮原 豊

)( 名細      
　 62 64 　

25
中鉢 恵一

)( ﾘﾄﾌﾟﾘ     
前 野  一 美 　 稲葉 実

10 
荒井 信成

)( 一般      
60 61

26
藤田 保

)( ﾚｲｸ       
吉澤 義夫 八谷 美一

11
福田 博之 )( ﾛｲﾔﾙP   　 60 63

27
山脇 良二

)( あさき     
野上 禎盛 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     金古 健治

12
北垣 克己

)( 庭球塾   
　 62 　 　 63

28
清水 和夫

)( HKｸﾗﾌﾞ  
新井 徹 鬼久保 平

13
松本 猛

)( ＴＮＪ      
　 75 62 　

29
大高 裕行

)( 一般      
山原 雅人 小林 征弘

14
新井 邦夫

)( ﾘﾄﾌﾟﾘ     
　 64 w.o

30
田中 徹 )( ﾌｫﾚｽﾄ   

高橋 勝保 岩田 靖信 )( （KTCｏ） 

15
三島 章

)( 庭球塾   
　 64 62 　

31
五十嵐 治正

)( 庭球塾   
竹村 正直 今田 幸満

16
山木 充 )( ﾛｲﾔﾙP   64 61

32
赤藤 修司

)( ｻﾉﾌｨ     
須藤 亨 )( HKｸﾗﾌﾞ  森田 繁道

【シード順位】
1 須賀･吉田  3 前野・宮原  5 小谷中・小山田  7 中鉢･稲葉
2 赤藤･森田  4 鈴木･小倉   6 園部･西川       8 山木･須藤
※抽選は、3～4、5～8
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壮年男子ダブルス（55歳以上）

1
澤田 一成

)( ﾘﾄﾌﾟﾘ     優勝 11
守屋 勇 )( ハピネス 

福田 和彦 張替 正行 )( リトプリ    

2 BYE
　 川尻 康夫 w.o

12
東郷 忠明

)( あさき     
63 諸口 尚良 猪又 光広

3
沢野 行男

)( ハピネス 
　 　 76(5)

13
藤井 嘉雄

)( 霞ヶ関    
林 茂喜男 　 山崎 巧

4
三村 隆治

)( 名細      
　 63 　 76(9) w.o

14
細井 猛夫

)( レイク     
菊田 岳範 26 60 伊藤 公平

5
田口 隆雄

)( ﾌｫﾚｽﾄ   
61 62

15
有賀 耕司

)( ﾌｫﾚｽﾄ   
萩原 文雄 　 松本 政之

6
川尻 康夫

)( ＫＴＣ会  
64 64

16
矢澤 肇雄

)( ﾌｫﾚｽﾄ   
諸口 尚良 鈴木 勇雄

7
吉田 和雄

)( ﾘﾄﾌﾟﾘ     
　 60

１７
梶浦 博之

)( 庭球塾   
佐藤 義彦 63 今井 芳孝

8
吉岡 隆志

)( ハピネス 
63 　

18
小川 静雄

)( レイク     
吉澤 和平 64 32RET 　 一柳 修治

9
田原 洋一

)( 庭球塾   
61

19
滝沢 明男 )( リトプリ    

石井 康義 60 岡田 正巳 )( ﾛｲﾔﾙP   

10 
寺西 信一

)( 一般      
63 　

20
宮崎 恒雄

)( 名細      
渡辺 茂 貴志 修己

 

【シード順位】
1  澤田一成・福田和彦  3　川尻康夫・諸口尚良
2  貴志修巳・宮崎恒雄  4　有賀耕司・松本政之
  ※抽選は、3～4、5～8
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壮年女子ダブルス（45歳以上）

1.
上野 明子

)( 遊乗会   優勝 26.
谷島 今日子 )( あ さ き   

窪谷 佳子 小野 好子 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ 

2.
五十嵐 佳子

)( 庭球塾   
上野 明子

27.
浜谷 朋子

)( ﾌｫﾚｽﾄ   
武田 浩子 61 窪谷 佳子 60 横川 弥生

3.
皆川 浩子

)(  ﾘﾄﾌﾟﾘ    
61 62

28.
皆川 早月 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     

菅野 かほる 吉川 はつ美 )( 一 般     

4.
里村 広美 )( HKｸﾗﾌﾞ  63 63

29.
井谷 伸枝

)( ﾊﾋﾟﾈｽ    
池辺 八重子 )( J O Y     高橋 泰子

5.
林 慶子

)( あ さ き   
62 w.o

30.
大橋 幸子 )( J O Y     

石澤 道子 64 山崎 静江 )( 名 細     

6.
田部井 清子

)( ｽﾏｯｼｭ   
75

31.
江面 しげる

)( HKｸﾗﾌﾞ  
冨田 真弓 高橋 由子

7.
樋口 悦子

)( 名 細     
63 62 60

32.
佐伯 映子 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     

岡 真佐子 森園 紀子 )( 遊乗会   

8.
菊地 聡子

)( あ さ き   33.
羽生田 美津枝

)( HKｸﾗﾌﾞ  
小林 弘美 76(2) 堀ノ内 信子

9.
鉾立 和子 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     75 62

34.
永楽 恵以子

)( ﾌｫﾚｽﾄ   
堀越 文子 )( HKｸﾗﾌﾞ  福永 ナミ

10.
白川 公子

)( ﾌｫﾚｽﾄ   
63 64

35.
樫本 鈴子

)( 遊乗会   
森屋 卓子 63 吉原 明子

11.
岩間 とみ枝

)( 遊乗会   
61 63

36.
高野 春美

)( あ さ き   
高橋 朋子 64 61 栗原 裕子

12.
間 美紀子

)( ﾘﾄﾌﾟﾘ     
62

37.
杉岡 陽子

)( 石井TA  
山崎 君代 62 62 76(5) 中村 優子

38.
笠原 礼子

)( 名 細     

13.
細谷 典子

)( あ さ き   
岡部 静子

細谷 佳代子

14.
本田 陌子

)( Ｊ O Y     39.
福岡 厚子 )( ﾌｫﾚｽﾄ   

安藤 清美 64 長畑 淳子 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ 

15.
高橋 祐子

)( ﾘﾄﾌﾟﾘ     
64 62

40.
夏原 弘美

)( 庭球塾   
伊東 友子 岡   睦

16.
水村 宏子

)( 遊乗会   
61 64

41.
田中 広子

)( Ｊ O Ｙ    
吉田 多恵子 61 金子 美代子

17.
山中 美津枝 )( KTCo    60

42.
霜田 智鶴子 )( 一 般     

藤戸 芙美子 )( 名 細     60 美代川 真弓 )( 名 細     

18.
大野 敏枝

)( ﾌｫﾚｽﾄ   
64

43.
屋野 弘子

)( あ さ き   
古賀 昌子 63 山脇 澄江

19.
関根 真由美 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ 63 62

44.
小野口 寛子

)( 遊乗会   
小池 式部 )( ﾌｫﾚｽﾄ   柳原 貴和

20.
佐藤 節子 )( ｽﾏｯｼｭ   75

45.
太田 陽子

)( ｽﾏｯｼｭ   
若菜 陽子 )( あ さ き   上川 和子

21.
松本 和美 )( T N J     62 64

46.
立石 優子 )( Ｊ O Ｙ    

田中 久美子 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     鈴木 長恵 )( ＫＴＣo    

22.
粕谷 洋子

)( 名 細     
60 w.o

47.
広田 幸子

)( HKｸﾗﾌﾞ  
宮原 千恵子 62 61 藤本 澄子

23.
小峯 礼子

)( HKｸﾗﾌﾞ  48.
田中 裕子 )( ﾌｫﾚｽﾄ   

高橋 和子 田中 広子 )( 一 般     

24.
須田 美恵子

)( 庭球塾   
w.o 60

49.
村上 廣子

)( 名 細     
龍 智恵子 63 62 沢田   梢

25.
神永 章子

)( Poco      50.
安達 美智子

)( ﾃﾆｽﾅｯﾂ 
大久保 幸 横田 恵美子

【シード順位】
1 上野･窪谷  3 細谷･細谷  5 間･山﨑     7 谷島･小野
2 安達･横田  4 笠原･岡部  6 神永･大久保 8 福岡･長畑
  ※抽選は、3～4
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子

壮年女子ダブルス（55歳以上）

1 大石 良子 )(  あさき     
星野 昭子

2 白井 房子 )(  HKｸﾗﾌﾞ  
63

吉岡 延子 )(  KTCｏ    優勝

3
宮岸 瑠璃

)(  Poco      
62 宮岸 瑠璃

有川 一子 63 有川 一子

4 有賀 嘉代 )(  Poco      
62

黒田 優子

5
川島 陽子

)(  名細      
w.o

須賀 ｸﾆ子
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