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一般男子A一般男子A一般男子A一般男子A

後藤　匡宏 茶谷　一夫
垣内　崇寛 伊藤　雅俊

田形　雄一 84 84 舩津　伶
長島　一雄 齊藤　圭

監物　宏明 83 84 秋本　康晴
青田　広史 安藤　嵩志

木本　年彦 (TCT) 83 86 八野　和也
高宮　亨 (SMTC) 大橋　昭

宮澤　裕太 84 85 渡辺　和樹
齊藤　直仁 椎田　真史

84 杉本　秀隆 (時之栖TC)

小島　哲也 (クレストン)

一般男子Aコンソレーション一般男子Aコンソレーション一般男子Aコンソレーション一般男子Aコンソレーション

田形　雄一 舩津　伶
長島　一雄 齊藤　圭

宮澤　裕太 64 63 渡辺　和樹
齊藤　直仁 椎田　真史

一般女子A一般女子A一般女子A一般女子A

鈴木　小夜子 名倉　悦子 (本日庭球日)

深澤　幸子 野中　久美子 (TCT)

千葉　富士子 (モムス) 83 85 鈴木　いずみ (メリーポピンズ)

土谷　桂子 (BLC) 伊藤　あかね (アクトスポーツクラブ)

川原　牧子 84 84 平井　幸子
工藤　えり子 八木　真澄

長野　わかな 85 83 白石　真弓
宮本　和子 平田　雪絵

松山　晶子 (TCT) 98(4) 97 重田　道子
小林　千明 (ボンバーファミリー2) 日永田　せつ子

81 渡邊　克子
宮永　京子

一般女子Aコンソレーション一般女子Aコンソレーション一般女子Aコンソレーション一般女子Aコンソレーション

川原　牧子 名倉　悦子 (本日庭球日)

工藤　えり子 野中　久美子 (TCT)

松山　晶子 (TCT) 61 63 白石　真弓
小林　千明 (ボンバーファミリー2) 平田　雪絵
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一般Bクラス男子ダブルス一般Bクラス男子ダブルス一般Bクラス男子ダブルス一般Bクラス男子ダブルス

相原　哲也 近藤　徳夫
村井　浩二 中野　義典

上野山　博巳 81 82 奥田　正洋
石橋　幹人 山形　明宏

落合　啓太 80 82 佐野　和之
渡辺　智明 西山　友幸

竹内　進 83 84 松野　哲巌
勝呂　聡 松尾　直則

坂口　剛 81 久田　明彦
杉本　和明 84 85 高橋　聖樹

山本　裕和 (SMTC) 83 秋津　崇史 (アクトスポーツクラブ)

大橋　一仁 (SCCテニスクラブ) 中川　俊人 (イシバシテニスガーデン)

松川　舜 84 97 西山　大
庄司　昌斗 田島　港佑

津田　暢亮 (ラブオール) 82 83 秋山　光浩
佐藤　卓也 (フリー) 杉本　典央

大塚　秀一 W.O

福島　義朋

一般Bクラス男子コンソレーション一般Bクラス男子コンソレーション一般Bクラス男子コンソレーション一般Bクラス男子コンソレーション

落合　啓太 奥田　正洋
渡辺　智明 山形　明宏

竹内　進 62 WO 佐野　和之
勝呂　聡 西山　友幸

山本　裕和 (SMTC) 63 61 久田　明彦
大橋　一仁 (SCCテニスクラブ) 高橋　聖樹

76(5) 西山　大
田島　港佑

一般Bクラス女子一般Bクラス女子一般Bクラス女子一般Bクラス女子

山田　真由美 (クレストン) 竹内　あや子

中川　由香 (イシバシテニスガーデン) 相澤　美智子

藤井　淳子 (沼津テニスクラブ) 86 85 坂部　みゆき

山本　明美 (フリー) 松本　美加

一般Bクラス女子コンソレーション一般Bクラス女子コンソレーション一般Bクラス女子コンソレーション一般Bクラス女子コンソレーション

山田　真由美 (クレストン) 竹内　あや子

中川　由香 (イシバシテニスガーデン) 相澤　美智子

45歳以上男子ダブルス45歳以上男子ダブルス45歳以上男子ダブルス45歳以上男子ダブルス

伊藤　光男 神島　勝俊
佐藤　正夫 遠藤　眞弘

寺崎　均 (アクトスポーツクラブ) 85 83 今井　清隆 (TCT)

太田　一郎 (フリー) 石田　浩 (SCCテニスクラブ)
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太田　一郎 (フリー) 石田　浩 (SCCテニスクラブ)
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