
82 83

83 83

81 83

98

(3)

80 83

97 84

w.o w.o

w.o

84 83

97 98

(6)

81 w.o

80 83

w.o 86

86 w.o

83 84

86

97 86

83 82

85 80

w.o

97 86

97 w.o

w.o 82

BYE

BYE

BYE

BYE

23 林 蓮太郎 )( 個人        47 渡邉 健弥 )( 個人        

24 古口 裕康 )( 東洋組     48 上原 浩路 )( あさき      

22 小峰　直 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 46 林 竜司 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

21 石渡 鷹斗 )( あさき      45 大原 康弘 )( 東洋組     

20 44 羽田 翔太郎 )( 石井ＴＡ   

19 赤藤 修司 )( ｻﾉﾌｨ       43 藤島 翔太郎 )( 遊乗会     

18 勝屋 宏一 )( ＰＴＣ       42 稲葉 実 )( 庭球塾     

17 土屋 祐樹 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ  41

16 堀 央祐 )( 東洋組     40 滝瀬 大地 )( 東洋組     

15 小野 建史 )( 個人        39 池光 雅史 )( あさき      

14 松本 直樹 )( 個人        38 本間 秀樹 )( 個人        

13 松岡 慎一 )( 遊乗会     37 山下 弘貴 )( 東洋組     

12 野辺 淳平 )( 市役所     36 森 一寿 )( 東洋組     

11 政田 健一郎 )( 石井ＴＡ   35 高谷 真 )( HKｸﾗﾌﾞ   

10 白井 章大 )( 東洋組     34 羽田 光輝 )( 石井ＴＡ   76

(7)

63

9 高塚 奨 )( 東洋組     33 吉田 圭吾 )( 名細        

5 竹田 憲人 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 29

8 32 大森 一摩 )( 遊乗会     

7 鈴木 優斗 )( フォレスト  31 進藤 純一 )( 個人        

6 眞坂 隆一 )( ｻﾉﾌｨ       30 西田 稔 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

3 長谷川 修也 )( あさき      27 市川 一幸 )( 個人        

4 江原 義昭 )( 個人        28 新井 潤也 )( 東洋組     

男子シングルス（県予選の部）

1 宮下 昌洋 )( 東洋組     25 大橋 秀紀 )( 市役所     

2 石田 亮輔 )( 個人        26 妹尾 師人 )( 個人        

【シード順位】
1 宮下昌洋 2 上原浩路 3 森一寿 4 松岡慎一 5 古口裕康 6 山下弘貴 7 野辺淳平 8 大橋秀紀
9 鈴木優斗 10 赤藤修司 11 西田稔 12 稲葉実 13 藤島翔太郎 14 眞坂隆一 15 勝屋 宏一 16 進藤純一

※抽選は､3-4､5-8､9-12､13-16
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赤井 宏至 堀 央祐
高山 祐輔 山下 弘貴

松本 猛 )( 遊乗会 82 84

山原 雅人 )( 個人 

井上 馨 w.o 高谷 真
深沢 晃太郎 豊田 裕昭

大橋 秀紀 85 84 小山 勝巳
野辺 淳平 土屋 祐樹

妹尾 師人 82 84 林 崇
石田 亮輔 林 蓮汰郎

小峰 直 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 82 85 古口 裕康

馬場 智之 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ 白井 章大

藤島 翔太郎 赤藤 修司
松岡 慎一 85 84 眞坂 隆一

橋本 知貴 84 80

須賀 賢太郎

滝瀬 大地 84 高橋 進 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

宮下 昌洋 三橋 俊哉 )( 個人 

江黒 宗大 84 82 須賀 昭仁
須田 和男 栗原 喬

82 甲斐 庸介
渡邉 健太郎

大高 裕行 97 98 大原 康弘 )( 東洋組 

加藤 和昭 (7) 平山 武利 )( 個人 
12 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ 24

10 )( 遊乗会 22

11 BYE 23 )( 個人 

9 )( 東洋組 21

8 )( 名細 20 BYE

)( 庭球塾 

)( 東洋組 

7 )( 遊乗会 19 )( ｻﾉﾌｨ 

6 18
75

5 )( 個人 17 )( 個人 

4 )( 市役所 16 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ 

62

2 14 BYE

3 )( 個人 15 )( HKクラブ 

男子ダブルス (県予選の部）

1 )( 東洋組 13 )( 東洋組 

【シード順位】
1 赤井・高山 2 大原・平山 3 藤島・松岡 4 古口・白井
5 小峰・馬場 6 赤藤・眞坂 7 堀・山下 8 大高・加藤
※抽選は､3～4、5～8
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82

82 86

86

82 82

98
(4)

w.o w.o

w.o

BYE

BYE

※抽選は、３～４

1 千葉まゆみ　２ 中村優子

16 中村 優子 )( 遊乗会     

押方 砂穂 )( ﾌｫﾚｽﾄ      

)( ﾗﾌﾞｵｰﾙ    

鬼久保 清恵 )( HKクラブ  

須藤 珠美

Not Played

３ 須藤珠美　４ 森井亜弥

【ｼｰﾄﾞ順位】

8 植松 智美 )( 個人        

7 仙波 瑚希未 )( ﾌｫﾚｽﾄ      15

6 14BYE

3 山内 美紀 )( 個人        11

5 森井 亜弥 )( 個人        13

4 箕畑 美砂 )( 東洋組     12

2 10 高崎 恵美子 )( 遊乗会     

女子シングルス（県予選の部）

1 千葉 まゆみ )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ    9 日向 美優 )( ﾌｫﾚｽﾄ      

BYE
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近藤 美穂 塩野 幸恵子 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ 

伊藤 祐子 佐々木 ゆり )( 遊乗会 

81 田家 弘美
林 慶子 

舟生 美代子 83 81 皆川 浩子
谷口 綾子 若杉 克代

林 涼子 81 81 窪谷 佳子
鈴木 淑江 金子 由美子

鬼久保 清恵 85 82 佐伯 映子
山越 紀子 鈴木 恭子

和田 治子 81 84 水越 由美子
池上 裕美子 長岐 美智子

86 84

谷島 今日子 )( あさき 千葉 まゆみ
小原 喜代美 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 須藤 珠美

大川 恭子 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ 60 86 酒井 明子
村山 美加 )( 個人 RET 小野 忍

80 仙波 瑚希未
日向 美優

諸田 浩子 )( あさき 86 54 町田 栄子 )( 個人 

羽生田 美津枝 )( HKクラブ RET 内田 貴子 )( PTC 

松岡 朋子 82 84 小峰 芳枝 )( HKクラブ 

足立 千明 青木 佐智子 )( 遊乗会 

高野 春美 84 97 内山 亜紀
池田 加代子 葉山 栄美子

須田 真由美 83 84 川嶋 ちはる
水谷 幸 川嶋 葵

82 82

新井 亜由子 児島 壽子 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ 

井上 舞子 篠田 由樹子 )( あさき 

＜シ－ド順位＞

BYE

　 3〜4、5〜8 は抽選

)( 庭球塾 

14 )( 遊乗会 30 )( ラピス 

15 31

16 )( 庭球塾 32

1 近藤・伊藤　　2 篠田・児島　　3 千葉・須藤　　4 大川・村山　　　　

5 新井・井上　　6 酒井・小野　　7 小原・谷島　　8 塩野・佐々木

BYE

13 )( あさき 

11 27

BYE

12 )( 遊乗会 28

29

9 25 )( あさき 

10 26 )( ﾌｫﾚｽﾄ 

8 24 )( ﾗﾌﾞｵ-ﾙ 

7 23BYE BYE

4 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ 20 )( 遊乗会 

6 )( 庭球塾 22 )( あさき 

5 )( HKクラブ 21 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

た

め

中

止

3 )( 個人 19 )( HKｸﾗﾌﾞ 

女子ダブルス（県予選の部）

1 )( ラピス 17

2 18 )( あさき BYE
台

風

の
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64 75

61

53 76

RET 75

w.o 60

清水 勇真 竹内 和巳
武田 知也 土屋 大樹

大浦 烈 安藤 洋一
鈴木 匠 菅野 賢一

高橋 泰子 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ     横川 弥生 )( 名細          

中村 優子 )( 遊乗会       高橋 和賀子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   

冨松 寿恵 w.o 75 滝口 后代 )( 遊乗会       

松津 京子 水谷 良子 )( PTC          

L

女子ダブルス本戦（一般の部）※抽選で決定

1 3

2 4)( 遊乗会       

62

64

)( 庭球塾       

女子シングルス本戦（一般の部）※抽選で決定

1 井上 明美 )(  個人         

4

Not Played

2 日吉 胡桃 )(  個人         

2 )( 市役所       

男子ダブルス本戦（一般の部）※抽選で決定

1 )( 東洋組       3 )( PTC          

63

7-5

36

)( 個人          

5 吉田 圭太 )( 個人          10 榊原 守道 )(  霞ヶ関      

4 清水 勇真 )( 東洋組       9 谷津 岳幸

)( 庭球塾       

3 大貝 春貴 )( 個人          8 竹内 和巳 )(  PTC         

2 土岐 慎也 )(  ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  7 塩野谷 雅騎
(4)

10-8

男子シングルス本戦（一般の部）※抽選で決定

1 高橋 洸太 )( 個人          6 土屋 大樹 )(  PTC         
46

76
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宮下 亜紀子 浅見 優帆 )( 庭球塾      

馬場 智之 井戸田 善正 )( 個人          

山越 紀子 85 84 真中 孔美 )( 名細          

高谷 真 上原 浩路 )( あさき        

舟生 美代子 85 86 鈴木 恭子
鈴岡 丈明 飯野 貴浩

原 陽子 81 82 高梨 由美
原 康之 須賀 昭仁

混合ダブルス本戦

3 )( 個人          7 )(  遊乗会     

4 )(  ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  8 )( 庭球塾      

2 )(  HKクラブ   6

1 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ    5
63

63

【シード順位】

1 宮下・馬場 2 高梨・須賀 3 舟生・鈴岡 4 真中・上原

※抽選は、3～4
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w.o 75

60

62 76

(3)

61 61

61 63

61 63

75 60

76 61

(3)

w.o

61 62

61 60

w.o 61

41 64

RET

63 w.o

62 62

w.o 64

60 w.o

62 64

61 w.o

w.o 64
22 四分一 貴司 )( 個人         44 村上 千広 )( ＰＴＣ        

21 高瀬 憲治 )( 個人         43 大越 浩行 )( 個人         

20 小黒 貫太 )( 三芳野      42 八谷 美一 )( 三芳野      

19 鈴木 祥平 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  41 村上 聖真 )( 東洋組      

18 土屋 大樹 )( ＰＴＣ        40 永田 賢司 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

17 磯山 敬次 )( 個人         39 安達 真也 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ   

)( 霞ヶ関      38 新井 邦明 )( 市役所      

Ｂ Ｄ

15 青山 敢 )( 個人         37 北嶋 義之 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

16 佐藤 一司

14 小野澤 文武 )( 石井TA     36 長瀬 浩久 )( ｺﾅﾐ          

13 岸田 秀一 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  35 川村 晃司 )( 個人         

12 松本 猛 )( 遊乗会      34 大貝 春貴 )( 個人         

長山 哲也 )( 東洋組      

11 若生 直 )( ﾗﾋﾟｽ         33 中村 剛 )( 市役所      

10 清水 勇真 )( 東洋組      32

)( ＫＴＣo      9 阿部 凌 )( 石井TA     31 小名木 稔

8 岩田 靖信 )( ＫＴＣo      30 三澤 良太 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

7 野村 崇浩 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  29 道祖土 新吾 )( 個人         

6 川村 陽介 )( 名細         28 渡邉 健太郎 )( 個人         

Ａ Ｃ

)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  5 佐久間 徹郎 )( 個人         27 土岐 慎也

4 森 昭二 )( 遊乗会      26 藤川 秀明 )( 遊乗会      

3 荒井 幸之助 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  25 関根 義和 )( 個人         

)( 個人         2 24 田川 雅一朗BYE

男子シングルス予選（一般の部）１ ［Ａ～Ｄ］

1 須賀 昭仁 )( 庭球塾      23 小ノ澤 克彦 )( 霞ヶ関      

第72回 川越市民体育祭 テニスの部 2019-10-22
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60 60

w.o

61 62

61 62

63 62

61 63

w.o 60

60 61

w.o 63

61 42

RET

w.o 62

61 61

64 64

60 62

63 61

62 w.o

w.o 63

63 60

w.o 76

(4)

60 61
江頭 秀一 )( 遊乗会      88 関谷 勝己 )( HKクラブ   

)( ＫＴＣ会     87 住山 正樹 )( 個人         

66

65 浅見 浩佑

)( ﾌｫﾚｽﾄ      86 遠山 雅彦 )( 市役所      64 戸島 隆

)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  高橋 充則63 古屋 信一 )( 個人         85

川田 将也 )( 石井TA     62 兵頭 真砂彦 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  84

)( 石井TA     83 川口 弘晃 )( 個人         

Ｆ Ｈ

61

60 中川 秀樹

斉藤 陽吾

59 田中 一成

)( 個人         82 入間川 真 )( ＰＴＣ        

)( ＰＴＣ        81 武田 知也 )( 東洋組      

58 安達 規裕 )( 個人         80 村越 竜樹 )( ｺﾅﾐ          

57 安田 謙二 )( 個人         79 飯田 佳之 )( 個人         

56 須賀 賢太郎 )( 名細         78 塩野谷 雅騎 )( 庭球塾      

)( ＫＴＣ会     

54 加藤 悠太郎 )( 個人         

55

76 国重 利和 )( 個人         

高橋 洸太 )( 個人         77 河野 康雄

53 石渡 稔亮 )( あさき       75 西留 清比古

)( 個人         52 田中 宏幸 )( 個人         74 吉田 圭太

)( 霞ヶ関      

73 宮崎 貴夫51 武内 亨 )( 東洋組      

)( 庭球塾      

)( 個人         

50 縣 哲也 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

Ｅ Ｇ

72 柏村 直規

)( HKクラブ   49 栗原 喬 )( 庭球塾      71 鬼久保 平

野々村 幸紘 )( 個人         70 芦田 和丈48

69 鈴木 健一 )( 個人         

)( ＰＴＣ        

47 矢口 裕之 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

)( 個人         46 68 大関 智徳

竹内 和巳 )( ＰＴＣ        67 岡本 智之

BYE

男子シングルス予選（一般の部）２ ［E～H］

45 )( 名細         
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61

76

(3)
20
RET

75

60

64

62

60

63

62

63

62

63

75

61

62

61

64

76

(3)

61
鈴木 匠 )( 市役所      110

109 松田 英也 )( 個人         

)( ＫＴＣo      108 相原 克好

107 有賀 耕司 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

106 加藤 文彦 )( 遊乗会      

)( 庭球塾      105 市川 昌孝

Ｊ

104 甲斐 庸介 )( 個人         

103 藤原 養一 )( 個人         

101 森繁 直樹 )( 個人         

102 佐藤 久紀 )( ＰＴＣ        

99 浅見 一広 )( ＫＴＣ会     

100 榊󠄀原 守道 )( 霞ヶ関      

98 菊地 雄太 )( 個人         

97 谷津 岳幸 )( 個人         

96 伊藤 直也 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

94 佐藤 謙司 )( 個人         

95 山主 誠司 )( ＰＴＣ        

Ｉ

93 平山 武利 )( 個人         

益城 泰雄 )( 名細         

91 森川 友也 )( ｺﾅﾐ          

92

90 浮辺 健 )( 個人         

男子シングルス予選（一般の部）３ ［I～J］

村木 和重 )( 遊乗会      89
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相原 克好 小泉 久志 )( あさき 

相原 俊祐 清水 芳則 )( 個人 

武内 亨 62 加藤 久生 63

舩生 渉 福岡 誠一郎

椎名 智 64 清水 隆行 61

平 和也 75 永嶋 靖久 75

有賀 耕司 市川 一幸
島垣 純 佐々木 正弘

新井 邦明 w.o 小ノ澤 克彦 w.o

中村 剛 川崎 勝七

安達 真也 50 安藤 洋一 63

小林 征弘 RET 菅野 賢一

竹内 和巳 61 関根 秀和 75

土屋 大樹 宮崎 真一

加藤 悠太朗 青山 敢
国重 利和 63 道祖土 新吾 62

赤川 暢英 60 鈴木 計善 62

加瀬谷 結城 三澤 良太

篠原 勇 川村 晃司
山主 誠司 三輪 貴幸

清水 勇真 63 阿納 栄治 61

武田 知也 黒米 渉

安田 謙二 62 土岐 慎也 w.o

山口 哲央 62 原 武史 64

植松 勇織 )( 個人 石渡 稔亮
岡崎 楓大 )( あさき 石渡 鷹斗

縣 哲也 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 61 長瀬 浩久 )( ｺﾅﾐ 61

大貝 春貴 )( 個人 武藤 知典 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

入間川 真 61 金島 聡 64

渡辺 哲也 高松 眞人

井上 慶一 63 伊藤 直也 62

鈴木 祥平 稲葉 亮介

河村 正和 鈴木 健一
矢作 芳和 62 富田 純一郎 63

豊永 慎治 60

永田 賢司

綾部 竜治 )( KTC会 61 大浦 烈 62

佐藤 一司 )( 霞ヶ関 鈴木 匠

男子ダブルス予選（一般の部）

1 )( KTCo 21

3 )( 個人 23 )( 個人 

2 )( 東洋組 22 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

6 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ 26 )( 庭球塾 

4 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 24 )( 個人 

5 )( 市役所 25 )( 霞ヶ関 

A

7 )( PTC 27 )( 個人 

10 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 30 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

9 BYE 29 BYE

)( 個人 28 )( 個人 8

)( 東洋組 32 )( ｺﾅﾐ 

13 )( 個人 33 )( 個人 

11 )( PTC 31 )( 個人 

20 40 )( 市役所 

17 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 37 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

18 )( 個人 38 )( 個人 

12

C

DB

19 BYE 39 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

16 )( PTC 36 )( ｺﾅﾐ 

14 34 )( あさき 

15 35
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64 w.o

w.o 64

60

62 60

w.o w.o

64 61

w.o w.o
)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   8 横溝　勝美 )( 石井TA     16 栗原 光子

)( 個人          

7 近藤 千春 )( PTC          15 水口 麻美 )( PTC          

6 鈴木 里実 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   14 細谷 悦子

井上 明美 )( 個人          13 島田 玲子 )( 石井TA     

)( ﾌｫﾚｽﾄ       

4 小原 早苗 )( 個人          12 酒寄 薫 )( 石井TA     

3 山内 陽子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   11 日吉 胡桃 )( 個人          

A B
5

2 日吉 郁美 )( 個人          10 勝本 禎子

)( 名細          

女子シングルス予選（一般の部）

1 鈴木 和子 )( 名細          9 大場 直美
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高橋 泰子 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ     横川 弥生 )( 名細         

中村 優子 )( 遊乗会      高橋 和賀子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   

61 浅見 優帆 62

浅見 かつ代

石渡 順子 有川 一子 63

山崎 裕見子 63 有賀 喜代子 64

宇津木 ひろみ )( 名細         斉藤 直美
鈴木 長恵 )( あさき        斉藤 知代

細谷 千鶴子 )( HKｸﾗﾌﾞ     64 有水 恵美 61

栗原 美佐子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   柴崎 留美子

柴田 孝子 76 粕谷 洋子 62

須崎 喜久江 (０) 村上 廣子

日吉 郁美 w.o 八木田 由紀 62

日吉 胡桃 畠山 千景

上川 和子 64 那須 みゆき )( 個人         64

志々目 訓子 高橋 和子 )( HKｸﾗﾌﾞ     

堀ノ内 信子 )( 名細         64 菅沼 恵子 60

中田 裕子 )( HKｸﾗﾌﾞ     原田 晶子

山川 ﾌﾅﾐ )( 霞ヶ関       冨松 寿恵
大山 圭子 )( HKｸﾗﾌﾞ     松津 京子

柳川 幸江 60 w.o

矢作 明子

伊藤 美恵子 )( 個人         小原 早苗
中里 恵子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   63 冨田 美由紀 64

屋野 弘子 )( 名細         鈴木 和子 )( 名細         

山脇 澄江 )( あさき        池野谷 ひろみ )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   

浅野 文子 )( 遊乗会      62 山口 珠映 64

窪田 ｴﾐ子 )( 個人         権田 香織

滝口 后代 )( 遊乗会      64 高崎 恵美子 62

水谷 良子 )( PTC          小林 弘美

小俣 寛子 )( ラピス        w.o 上田 志保 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   64

大場 直美 )( 名細         田中 広子 )( 個人         

森永 京子 60 多田 美恵子 75

山内 圭子 神谷 有理子

矢作 南順 61 美代川 真弓 60

前野 絢子 宮原 千恵子

17 )( あさき        35 )( 個人         

18 )( 個人         36 )( 名細         

14 32 )( あさき        

Ｂ Ｄ

15 33 )( 遊乗会      

16 34

12 30 )( 個人         

13 31

BYE

9 27 )( 霞ヶ関       

10 28 )( 遊乗会      

11 )( 個人         29

8 )( 個人         26

5 23

7 )( 個人         25

女子ダブルス予選（一般の部）［Ａ～Ｄ］

4 22 )( ﾗﾋﾟｽ          

)( ﾗﾌﾞｵｰﾙ     

Ａ Ｃ

6 )( ﾗﾋﾟｽ          24 )( 名細         

)( あさき        

1 19

2 20 )( 個人         

3 )( あさき        21 )( Poco         

BYE
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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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60 63

60 60

60 62

62 60

63 w.o

w.o 63

76 60
(3)

w.o

63 76
(6)

w.o w.o

61 60

62 62

62 w.o

63 w.o

61 60

63 61

63 61

w.o 63

64

w.o

64 61

61 60

76 76
(4) (4)

w.o 60

00 60
RET

63 62

64 w.o

2 34BYE BYE

男子シングルス（４５歳以上）

1 加藤 正浩 )( PTC          33 稲葉 実 )( 庭球塾      

4 高瀬 憲治 )( 個人          36 進藤 純一 )( 個人          

3 笠巻 和幸 )( 石井ＴＡ     35 矢口 裕之 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ      

6 山本 晃平 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   38 速見 幸夫 )( 石井ＴＡ     

5 小名木 稔 )( KTCo        37 原山 真哉 )( 霞ケ関       

8 大高 裕行 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ    40 勝屋 宏一 )( PTC          

7 安達 規裕 )( 個人          39 川口 弘晃 )( 個人          

10 42 宮﨑 貴夫 )( 個人          BYE

9 原 康之 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   41 原田 三津也 )( 庭球塾      

12 柏村 直規 )( 庭球塾      44 高橋 進 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   

11 竹内 和巳 )( PTC          43 土屋 大樹 )( PTC          

14 渡邊 健弥 )( 個人          46 磯山 敬次 )( 個人          

13 江頭 秀一 )( 遊乗会      45 武内 亨 )( 東洋組      

16 赤藤 修司 )( ｻﾉﾌｨ         48 上原 浩路 )( あさき        

15 47BYE BYE
61
61

18 50BYE BYE

17 久慈 一仁 )( 石井ＴＡ     49 柳澤 則在 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   

20 村上 千広 )( PTC          52 戸島 隆 )( ﾌｫﾚｽﾄ       

19 松田 英也 )( 個人          51 清水 隆行 )( 個人          

22 小藤 清孝 )( 庭球塾      54 国重 利和 )( 個人          

21 小久保 惣一 )( 個人          53 山主 誠司 )( PTC          

24 兵頭 真砂彦 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   56 川村 陽介 )( 名細          

23 佐藤 寛太 )( 個人          55 BYE

26 永嶋 靖久 )( 個人          58 飯田 佳之 )( 個人          

25 村木 和重 )( 遊乗会      57 田口 信昭 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   

28 須賀 賢太郎 )( 名細          60 高谷 真 )( HKｸﾗﾌﾞ     

27 芦田 和丈 )( PTC          59 佐々木 正弘 )( 個人          

30 鬼久保 平 )( HKｸﾗﾌﾞ     62 石井 智 )( 個人          

29 鈴木 匠 )( 市役所      61 田中 一成 )( PTC          

32 小峰 直 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   64 松岡 慎一 )( 遊乗会      

31 63BYE BYE

1 加藤 正浩 2 松岡 慎一 3 久慈 一仁 4 上原 浩路
5 小峰 直 6 赤藤 修司 7 稲葉 実 8 柳澤 則在

※抽選は、3～4、5～8

【シード順位】
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61 61

w.o 62

62 60

60

75 61

61 55

RET

60 w.o

61 75

w.o

w.o 64

60 63

62 63

64

w.o 61

61

60 62

60 61

61 63

75 w.o

w.o 62

2 森 昭二 )( 遊乗会      26 藤川 秀明 )( 遊乗会      

男子シングルス（５５歳以上）

1 堀口 孝 )( 庭球塾      25 関谷 勝巳 )( HKｸﾗﾌﾞ     

4 荒木 勝彦 )( 霞ケ関       28 水谷 隆 )( あさき        

3 小黒 貫太 )( 三芳野      27 岸田 秀一 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ      

6 中山 秀樹 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   30 浅見 一広 )( KTC会      

5 益城 泰雄 )( 名細          29

9 佐久間 徹郎 )( 個人          33 大平 將紀 )( 石井TA     

8 32

7 小池 精一 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ    31 佐藤 一司 )( 霞ケ関       

11 大石 佳秀 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   35 佐藤 謙司 )( 個人          

10 石井 志郎 )( 庭球塾      34 松元 隆夫 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   

61

62

13 牛澤 文孝 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ      37 榊原 守道 )( 霞ケ関       

12 池上 雅人 )( 名細          36 山原 雅人 )( 個人          

)( 名細          

15 岩田 靖信 )( KTCo        39 八谷 美一 )( 三芳野      

14 細谷 修次 )( PTC          38 小池 勝雄 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   

17 藤原 養一 )( 個人          41

16 都築 良三 )( 名細          40 野村 輝善

19 小ノ澤 克彦 )( 霞ケ関       43 安達 真也 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ    

18 植田 淳一 )( 庭球塾      42 木村 聡 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   

21 加藤 文彦 )( 遊乗会      45 若生 直 )( ﾗﾋﾟｽ          

20 44 佐藤 久紀 )( PTC          

BYE

BYE

BYE

BYE

BYE

24 浜口 倶光 )( 名細          48 松本 猛 )( 遊乗会      

23 大関 智徳 )( 個人          47 松本 孝 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   

22 福岡 誠一郎 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   46 河野 康雄 )( KTC会      

1 堀口 孝 2 松本 猛 3 牛澤 文孝 4 山原 雅人
5 浜口 俱光 6 池上 雅人 7 関谷 勝巳 8 榊原 守道

※抽選は、3～4、5～8

【シード順位】
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64

61

60 w.o

61 w.o

w.o 63

62 60

63 76
(5)

75

62 60

60

63 62

男子シングルス（６５歳以上）

1 須賀 賢司 )( 名細          13 宝川 法彦 )( 名細          

)( 庭球塾      

2 栗原 昌康 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   14

3 酒井 亮知 )( ﾌｫﾚｽﾄ       15 石井 康義

BYE

)( ﾌｫﾚｽﾄ       

4 加村 敏 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   16 安藤 昌裕 )( 名細          

5 鈴木 史郎 )( ﾌｫﾚｽﾄ       17 根市 勉
63
62

澤田 一成 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   

6 田原 洋一 )( 庭球塾      18 大西 英夫 )( 庭球塾      

8 橋本 正樹 )( 名細          20

7 福田 和彦 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   19

9 合田 一雄 )( 庭球塾      21 北口 隆一

11 23 西留 清比古 )( 霞ケ関       

12 本郷 建治 )( ﾗﾋﾟｽ          24 宮﨑 恒雄

10 竹澤 秀夫 )( ﾌｫﾚｽﾄ       22 有賀 耕司

BYE

BYE

)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   

)( ﾌｫﾚｽﾄ       

)( 名細          

【シード順位】

1 須賀賢司 2 宮﨑恒雄 3 大西英夫 4 福田和彦

※抽選は、3～4
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稲葉 実 松岡 慎一
原田 三津也 長野 誠

川口 弘晃 )( 個人         w.o w.o

川村 陽介 )( 名細         

関根 義和 61 安藤 洋一
福田 守 菅野 賢一

井上 晋 63 61 飯野 貴広
原山 真哉 鈴岡 丈明
江頭 秀一 )( 遊乗会      61 w.o 鈴木 匠

中條 裕司 )( 個人         中東 拓

佐々木 儀央 62 60 大高 裕行
加藤 正浩 加藤 和昭

小峰 直 62 76 黒田 健司 )( あさき       

柳澤 則在 (３) 勝屋 宏一 )( PTC         

飯野 貴浩 63 60

仙波 嘉記

永嶋 靖久 75 佐々木 正弘
清水 隆行 森繁 直樹

土屋 大樹 63 60 宮園 廣美
竹内 和巳 橘 一勝

60 鈴木 健一
川村 晃司

高谷 真 61 w.o 羽入田 浩司 )( 名細         

豊田 裕昭 上原 浩路 )( あさき       
12 )( HKｸﾗﾌﾞ    24

10 )( PTC         22 )( 庭球塾      

11 23 )( 個人         BYE

9 )( 個人         21 )( 個人         

BYE

7 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  19

8 )( 遊乗会      20

5 17 )( 市役所      

6 )( PTC         18 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ   

63

63

3 )( 個人         15 )( 庭球塾      

4 )( 霞ヶ関      16 )( 個人         

2 14

男子ダブルス (４５歳以上）

1 )( 庭球塾      13 )( 遊乗会      

BYE

【シード順位】
1 稲葉・原田 2 羽入田・上原 3 小峰・柳澤 4 大高・加藤
5 佐々木・加藤 6 高谷・豊田 7 松岡・長野 8 黒田・勝屋

※抽選は、3～4  5～8
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須藤 亨 )( 霞ヶ関      木村 聡
池上 雅人 )( 名細        久慈 一英

小池 精一 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ   62 63

岩田 靖信 )( KTCo       

松元 隆夫 64 小林 征弘
新井 邦夫 安達 真也

仲川 和広 60 60 柴田 健治
木下 隆 鈴木 嘉博

榊原 守道 61 62 草間 淳一
佐藤 一司 木月 登志夫

西川 勝行 62 64 横田 二也

松本 晋治 森本 光俊

64 76
(8)

浅見 一広 小池 勝雄
河野 康雄 栗原 昌康

長谷 邦夫 64 60 柳川 久貴
細井 猛夫 市川 雅裕

黒須 晴美 )( 名細        64 62 川崎 勝七
新井 徹 )( 庭球塾     小ノ澤 克彦

60

63

10 )( ラピス       22

20BYE

5 17BYE

21 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   

)( 個人          

12 24 )( 霞ヶ関       

11 23BYE BYE

6 )( 霞ヶ関      18 )( 庭球塾      

7 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 19 )( 個人          

8 BYE

9 )( KTC会     

BYE

男子ダブルス (５５歳以上）

1 13 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   

2 14 BYE

3 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 15 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ    

4 )( 庭球塾     16 )( ラピス        

【シード順位】
1 須藤・池上, 2 川崎・小ノ澤, 3 西川・松本, 4 草間・木月
5 榊原・佐藤, 6 黒須・新井, 7 木村・久慈, 8 横田・森本

※抽選は、3～4  5～8
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宮﨑 恒雄 福田 和彦
須賀 賢司 澤田 一成

64 合田 一雄 )( 庭球塾      

西留 清比古 )( 霞ヶ関       

橋本 正樹  61 61  本郷 建治
駒井 忍 手塚 厚

守屋 勇 62  64 張替 正行
竹澤 秀夫 松下 好友

宝川 法彦  61 62  石井 康義
安藤 昌裕 田原 洋一

 64 山脇 良二
菊地 二美夫

大西 英夫 76  w.o  

中島 唯夫 (2)  

前野 一美 w.o 島垣 純
宮原 豊 有賀 耕司

   

7 )( 庭球塾      15

8 )( 名細          16 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   

BYE

5 )( 名細          13 )( 庭球塾      

6 14 )( 名細          BYE

3 )( 名細          11 )( ラピス        

4 )( ﾌｫﾚｽﾄ       12 )( 名細          

62

62

2 10

男子ダブルス（６５歳以上）

1 )( 名細          9 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   

BYE

【シード順位】

1 宮崎・須賀, 2 島垣・有賀, 3 宝川・安藤, 4 張替・松下

※抽選は、3～4
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w.o 63

75 62

w.o 62
4 下荒磯 由子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  8 安達 美智子 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ   

【シード順位】

1 植松智美  2 安達美智子

)( 石井ＴＡ    

2 長谷川 陽子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  6 山内 陽子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

3 渡邉 ひとみ )( 個人         7 島田 玲子

RET

)( 個人         5 高崎 恵美子 )( 遊乗会      

女子シングルス（４５歳以上）

1 植松 智美
61

12
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児島 壽子 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ   水越 由美子
古市 祐美 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 長岐 美智子

那須 みゆき )( 個人        w.o 大場 直美
高橋 和子 )( HKｸﾗﾌﾞ    61 屋野 弘子

手塚 礼子 62 64 柴田 孝子
細谷 典子 須崎 喜久江

小俣 寛子 60 60 横川 弥生 )( 名細        

與良 由紀子 鈴木 恭子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

宇津木 ひろみ )( 名細        60 64 山内 圭子
鈴木 長恵 )( あさき       諸田 浩子

有水 恵美 63 61 矢作 明子 )( 個人        

柴崎 留美子 長谷川 陽子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

山川 フナミ 64 61 羽生田 美津枝
原田 晶子 大山 圭子

権田 香織 60 63 尾澤 昌美
山口 珠映 w.o 梅本 由美子

窪谷 佳子 61 小林 弘美 )( あさき       

金子 由美子 松本 和美 )( 遊乗会     

佐々木 ゆり )( 遊乗会     64 62 浅野 文子 )( 遊乗会     

片岡 美千子 )( あさき       畠山 千景 )( あさき       

福田 由貴恵 61 伊藤 美恵子 )( 個人        

舟引 律子 62 中里 恵子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

粕谷 洋子 63 64 中田 裕子 )( HKｸﾗﾌﾞ    

村上 廣子 堀之内 信子 )( 名細        

山口 孝子 61 61 栗原 裕子
川嶋 ちはる 鈴木 眞弓

土田 志摩 )( 遊乗会     63 61 安達 美智子 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ   

早津 美智世 )( あさき       加藤 久美子 )( PTC         

藤岡 まゆみ )( 名細        64 60 落合 佳子
高橋 泰子 )( ﾗﾌﾞｵ-ﾙ    山脇 澄江

橋場 泰子 62 62 佐藤 広子
野原 智子 小林 美幸

田家 弘美 63

林 慶子 61

鈴木 和子 60 千葉 まゆみ )( ﾗﾌﾞｵ-ﾙ    

宮原 千恵子 足立 千明 )( あさき       

＜シ－ド順位＞

　　3〜4、5〜8 は抽選

18 )( 名細        36

  1 古市・児島　　2 千葉・足立　　  3 佐々木・片岡　  4 小林・松本

  5 水越・長岐　　6 鈴木・宮原　　  7 窪谷・金子　　   8 浅野・畠山　　 

16 )( ラピス       34 )( ラピス       

17 )( あさき       35 BYE

)( あさき       

14 32

15 33 )( あさき       

12 )( 名細        30

13 )( ラピス       31

11 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 29

7 )( 霞ヶ関      25

9 )( 遊乗会     27

10 28

w.o

)( HKｸﾗﾌﾞ    

8 )( あさき       26 )( ラピス       

5 23 )( あさき       

6 )( ﾗﾌﾞｵ-ﾙ    24

3 )( あさき       21 )( ラピス       

4 )( ラピス       22

女子ダブルス（４５歳以上）

1 19 )( あさき       

2 20 )( 名細        
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大美賀 由季子 )( あさき        平田 真弓
小原 喜代美 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   森谷 美由㐂

阿部 慶子 75 中村 優子
齊藤 美恵子 62 天沼 早苗

高崎 恵美子 62 75 有川 一子
磯村 晴美 62 有賀 喜代子

林 登茂子 60 青木 佐智子
佐藤 幸子 若松 みつ恵

長吉 厚子 75 高野 春美
小野口 弘子 63 62 池田 加代子

足立 京子 )( Poco         60 高木 裕美子
松津 京子 )( 遊乗会      森屋 卓子

荒木 千可子 61 山﨑 裕見子
関谷 凖子 61 石渡 順子

松本 美智子 61 64 忽滑谷 千秋
森永 京子 61 中尾 修子

永楽 恵以子 )( 遊乗会      62 若杉 克代
栗原 光子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   皆川 浩子

＜シ－ド順位＞

3〜4、5〜8 は抽選

7 )( ラピス        16 )( あさき      

8 )( あさき        17 )( 遊乗会    

9 18 )( HKｸﾗﾌﾞ   

1 大美賀・小原　　2 若杉・皆川　　3 青木・若松　　4足立・松津          

5 高野・池田　　　 6 永楽・栗原　　7 平田・森谷　　8 長吉・小野口

5 )( 遊乗会      14 )( あさき      

6 15 )( HKｸﾗﾌﾞ   

3 )( 遊乗会      12 )( Poco        

4 )( あさき        13 )( 遊乗会    

63

64

女子ダブルス（５５歳以上）

1 10 )( あさき      

2 )( ﾌｫﾚｽﾄ       11 )( 遊乗会    
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氏名 (　　所属　　) 1 2 3 4 5 勝敗 順位

3-1

(23-12)

3-1

(21-10)

6-7

(5)

7-6 3-1

(5) (24-16)

氏名 (　所属　) 1 2 3 4 勝敗 順位

氏名 (　　所属　　) 1 2 3 勝敗 順位

6-7

(3)

7-6

(3)

6-1

2

1

3 小澤 美波 )( 個人               1-6

2 羽生田 杏 )( HKクラブ         6-0

1 神谷 菜月 )( 個人               0-6 3

4 江原 優花 )( リトルプリンス   w.o 6-0 6-3

[小学生女子競技の部]

1

3 押方 砂穂 )( フォレスト        w.o 2-6 0-6 3

2 仙波 美咲 )( リトルプリンス   w.o 6-2 3-6 2

1 井上 心結 )( リトルプリンス   w.o w.o w.o 4

6-4 6-0 3-6 6-0

[中学生女子競技の部]

3

5 相沢　太陽 )( フォレスト        1-6 0-6 6-0 0-6 1-3 4

4 林 蓮汰郎 )( 個人               5-7 6-3 6-0

2

[中学生男子競技の部]

1 田谷 陸仁 )( 個人               4-6 6-0 7-5 6-1

1

3 三田 悠里 )( リトルプリンス   0-6 0-6 0-6 0-4 5

2 吉田 圭太 )( 個人               
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60

w.o

62

w.o

61

61

76(５)

62

61

61

61

コンソレーション

64

75

9 中川 惠善 )( 個人               

12

10

11 鈴木 望夢 )( リトルプリンス   

7

8

2

1

3 吉田 悠佑 )( リトルプリンス   

4 堀江　駿介 )( リトルプリンス   

5

6

11 鈴木 望夢 )( リトルプリンス   

12 田谷 類仁 )( 個人               

9 中川 惠善 )( 個人               

10 井上 和真 )( リトルプリンス   

7 広見 海 )( リトルプリンス   

8 甲斐 瑞希 )( リトルプリンス   

5 羽生田 琉碧 )( HKクラブ         

6 三島 昂起 )( 個人               

4 堀江　駿介 )( リトルプリンス   

※コンソレーションは、2R全試合行終了後行います。

1 林　駿汰郎 )(   個人             

2 清水　奏 )( 個人               

3 吉田 悠佑 )( リトルプリンス   

[小学生男子競技の部]

実施せず
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40

40 40

41

41

41 42

40

43

43 41

42

氏名 ( 所属 ) 13 14 15 順位

氏名 ( 所属 ) 16 17 18 順位

1

3

4-3

E
16 石井 大智 )( 個人               3-4

18 秋元 涼 )( リトルプリンス   2-4 3-4

17 島村 美衣菜 )( フォレスト        4-3

15 鈴木 煌正 )( フォレスト        4-3 4-1 1

4-2 2

4-0 3-4 2

14 齋藤 史竜 )( 石井TA          0-4 1-4 3

12 保坂 悠麻 )( リトルプリンス   

D
13 小笠原 崚真 )( リトルプリンス   

10 蓮井 一平 )( リトルプリンス   

名取 海翔 )( リトルプリンス   

5 和田 佑太 )( リトルプリンス   

C
11 高橋 亮太 )( フォレスト        

8 冨島 元 )( リトルプリンス   

9 石村 一 )( コナミ川越       

2 荻野 真冬 )( 霞ヶ関TP        

A
3 近藤 梨世 )( フォレスト        

[小学生初心者の部]

※初心者の部は、欠席等により組み合わせが急遽変更になる場合があります。

　その際は、大会運営本部の指示に従ってください。　

(コンソレーション) (本戦)

1 冨島 大 )( リトルプリンス   

6 平野 匠悟 )( フォレスト        

B
7 清水 泰 )( 個人               

4
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氏名 ( 所属 ) 1 2 3 順位

ドロー当日変更時に使用

氏名 ( 所属 ) 順位

氏名 ( 所属 ) 順位

3 田中 朱里 )( 霞ヶ関TP        4-2

2 松原 好優 )( フォレスト        4-2 4-2

2-4

1

1 丸田 美沙紀 )( リトルプリンス   2-4 2-4

[中学生女子初心者の部]

3

2
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