
ドロー番号 名前 名前 左の選手の所属

小学生の部 1 川口　聖人 本山　遥人 （アクロス川口）

小学生の部 2 三浦　寛大 江口　恵叶 （レイムテニスセンター）

小学生の部 3 舩戸　まゆり 髙津　陽菜乃 （アクロステニスアカデミー）

男子一般 3 渡辺　史典 松尾　友喜

男子一般 4 黒田　晃太郎 平川　太郎 (GSF)

男子一般 9 荒木　裕也 松原　正治 (Team one do)

男子一般 10 芝原　恵介 芝原　幹大 (HATENA)

男子一般 13 木村　幸司 小暮　南央

男子一般 14 本山　貴昭 比留間　秀典

男子一般 15 星野　厚一郎 伊藤　範明

男子一般 16 樋口　和也 大竹　秀央 (Aster)

男子一般 19 平石　大輔 池ノ谷　崇史

男子一般 22 高橋　智弘 高橋　優輝

男子一般 25 平林　豊 宮原　俊晴

男子一般 28 井上　宗昭 石井　和幸

男子一般 29 黒野　秀和 足立　勝 (M's)

男子一般 30 松井　則和 金子　直人

男子一般 32 平石　晶裕 本郷　昌章

女子一般 1 元芳　真理子 田川　緑

女子一般 3 藤田　祐子 高橋　久榮 (VICTRY)

女子一般 4 赤倉　亜矢子 岡部　文

女子一般 11 金井　陽子 越智　智子 (JTP)

女子一般 13 川島　眞優美 村上　幸路 

女子一般 16 扇田　真由美 原田　美奈子 (JTP)

女子一般 17 六本木　裕美 江面　由紀 (VOSS)

女子一般 19 大根田　きよこ 会沢　昌代 (Aster)

女子一般 20 柏村　敦子 菊池　享子

女子一般 21 小笠原　孝子 関　喜美 (VICTRY)

女子一般 23 大塚　玲子 神原　恵理

女子一般 24 横川　弥生 鈴木　康子

女子一般 26 石澤　明美 綿引　栄子

女子一般 30 佐野　房子 浦野　久美

女子５５歳 3 梅原　真紀子 小笠原　寿子

女子５５歳 5 小野田　信栄 小関　晶子

女子５５歳 8 寺門　恵子 木下　良子 (FRIDAY'S)

女子５５歳 10 吉田　朋子 河原　順子

女子５５歳 13 江原　和代 広沢　ゆかり

9月13日　臨時駐車場使用ペア（ペアで1台まで）
種目（13日）

(中青木テニスクラブ)

(木村☆農場)

(ダンロップ川口)

(ウインズ)

(西川口テニスクラブ)

(フリー)

(チャレンジャーズ)

(ダンロップ川口)

(スピード２０)

(フリー)

(Southfields)

(Soleil)

(Soleil)

(Soleil)

(ウインズ)

(千雀庭球一門会)

(Southfields)

(チームyukino)

(インパクト)

(ノースグリーン)

(西公民館硬式テニス)

(ジョイフル)



ドロー番号 名前 名前 左の選手の所属

男子一般 5 田中　繁明 白木　敦夫 (Team one do)

男子一般 8 吉田　武志 斉藤　博志

男子一般 9 松本　浩一 中村　孝裕 (Team one do)

男子一般 10 鷲見　善弘 矢島　洋史

男子一般 12 山田　淳司 井坂　佑

男子一般 16 芳賀　謙信 森下　博文

男子一般 17 林　法良 谷沢　克矢 (Team one do)

男子一般 19 高森　誠 高須　祐行

男子一般 20 矢崎　和貴 高橋　知也

男子一般 21 鈴木　健志 岡本　康裕

男子一般 25 時田　努 石岡　孝三

男子一般 26 鍋田　修央 鍋田　圭吾 (Team one do)

男子一般 28 村岡　勝幸 美原　隆

男子一般 30 都倉　貴宏 高野　幹裕 (GSF)

女子一般 1 高岸　真紀子 川崎　民江 (VICTRY)

女子一般 5 相馬 順 和田 順子 (Team ZERO)

女子一般 6 福島　ゆかり 加藤　牧恵

女子一般 7 石塚　奈奈 谷口　美絵子 (JTP)

女子一般 14 青柳　美千代 小林　美子

女子一般 16 倉橋　理佐子 吉田　志美

女子一般 17 吉田　陽子 平野　来未 (Team one do)

女子一般 20 田中　久美子 益本　りえ

女子一般 21 石橋　由江 小玉　光子 (VITA)

女子一般 24 今津　みつえ 須田　明子 (JTP)

女子一般 25 細田　麻紀 大久保　美香 (VITA)

女子一般 28 伊藤　都 藤田　香子

女子一般 30 西村 幸代 石塚 優子 (Team ZERO)

男子５５歳 3 岡　隆次郎 正田　聡 (Team ZERO)

男子５５歳 8 横山　秀明 金井　弘隆 (HATENA)

男子５５歳 9 竹中　裕人 渡辺　洋一

男子５５歳 10 笠井　完二 福原　幸夫 (Ambitious)

男子５５歳 13 隅田　勇 佐々木　久人 (VICTRY)

9月20日　臨時駐車場使用ペア（ペアで1台まで）

種目（20日）

(チームyukino)

(チームyukino)

(木村☆農場)

(木村☆農場)

(クィーンズドームテニススクール)

(木村☆農場)

(Y.Yテニスクラブ)

(Southfields)

(木村☆農場)

(スマイル)

(チームyukino)

(Copain)

(青木テニスクラブ)

(青木テニスクラブ)

(アバンタージュ)

　　　　※　臨時駐車場利用上の注意（ペアで１台のみ駐車できます。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　公園内を走行する際は、必ずハザードを付け、最徐行（時速10㎞以下）をお願いいたします。　　　　　
　　　　　　　決められた場所に駐車し、ダッシュボードに駐車カードの提示をお願いします。


