
浜辺 光子 右田 順子宮崎 美樹 德永 佳代 山下 桂子 落合 倫子

2. 3. 勝敗 順位

30 2-0 1 阿部 千鶴 市田 優子

坂本 好美 嶋田 直子 三輪 晶子 高城 清香

2. 3. 勝敗 順位

21 1-1 2 畑澤 美恵子 七高 由紀 山中 麻理 依田 円佳 寺本 千帆 山本 あゆみ

0

0 2 3

キラキラ ソフトクリーム ピボット
ブロック３位

2.

30

21

2. 3. 勝敗 順位

12 0-2 32. コパン 03 杉山 美佳 石津 さおり

関 潔美 藤田 尚子 園田 聖子

工藤 睦子 谷生 裕子 甲斐 佳子

渡辺 みゆき 桜井 茂美

03 03 03 0-3 4 奈良 茂子 清水 晶子 鈴木 美貴

ブロック２位

優勝決定戦 ２位決定戦

佐々木 睦美

３位決定戦

ブロック１位 ブロック２位 ブロック３位

石合 志江

沢目 奈津子

ブロック１位

4. 勝敗 順位 メンバー

ハンドラビット wildberry コパン

金 裕子

2. スピリッツ 30 12 30

4. かわせみ・なでしこ

1. Lucky SKY 03 12 30 1-2 3 日浦 美穂

2 秋山 朋子

野中 雅美 岡井 佳子

3. はんどふる 21 21 30 3-0 1 安原 陽子 井上 亜希子

泉田 千津子 井上 佳子

佐藤 ひさの

2-1

６０才以上　男子ダブルス 5月12日（土） 9:15集合

2

1
3 1

Ａブロック

03 21 1-1

ブロック１位 ブロック２位 ブロック３位

FKELS マーブルチョコレート ウゴウゴルーガ

0 2

3 1

1. 2. 3.

3. 勝敗 順位

21 2-0 1

Ａブロック 1.

12 0-2

3. wildberry 03

03 03 0-2 3

03 1-1 2

メンバー

1. ヤングハート 熱田 清和 塩見 芳彦 牧野守 吉武 耕一郎 富田 利道 田村 正

メンバー

1. FKELS 浅井 志子 阿部 亜紀 木村 喜子 櫻庭 日登美 鈴木 由香 前田 美代30 30 2-0 1

Ａブロック 1.

2. マーブルチョコレート 30

21

山本 勝 宮崎 太郎

Ａブロック 1. 2. 3. 4. 勝敗 順位 メンバー

田所 三直 福高 浩 三舛 佳生 三宅 修三

3. キラキラ 30 眞田 尋美 酒井 菜津子 村山 有紀 山田 久美子

蓑輪 真雪 前田 真 沢 忠和 滝川 徳明

1. かわせみ・本気出すよ 21 12 1-1 2

2. ＳＳCの風 12 12 0-2 4 岡崎 亨 松高 靖

森 権次郎

4. 三位一体 21 12 1-1 3 浜島 照樹 水谷 尚 高野 宏章 中村 好弘 美宅 良一 赤西 征揮

3. 終わりなき旅 21 21 2-0 1 須玉 晃 原 邦和

03 1-1 2

30 2-0 1

2. 3. 勝敗 順位

12 12 0-2 3

優勝決定戦 ２位決定戦 ３位決定戦

ブロック１位 ブロック２位 Ａブロック３位

終わりなき旅 かわせみ・本気出すよ 三位一体
2 2

アフターテニスはクラ HIT  A Ｂブロック３位 1

ひまわり １

3
Ａブロック４位

1 1 0
ブロック１位 ブロック２位 ＳＳCの風 2

2. ESSCシニア 03 山村 正俟 中堀 実 植田 孝 井田 隆志 松村 佳憲 阿部 達

3. アグレッシブ 12 荻原 拓治 山下 正文 岡本 二郎 岩城 直房 石原 正樹 新庄 彰

12 0-2 3

1-1 2

Ｂブロック 1. メンバー

1. ウゴウゴルーガ 大野 千重 柳下 江利子 藤川 有佳理 村上 彩子 安田 陽子 堤 千咲

Ｃブロック 1. メンバー

1. ソフトクリーム 緒方 由美子 佐藤 優子 大辻 陽子 西谷 英子 阿部 悦子 平田 里香

2. ハンドラビット 30 大久保 麻子 井東 陽子 小谷 智美 足立 恵里奈 森 京子 小林 規久子2-0

川辺 亮 横枕 誠治 山崎 直人 吉武 耕一郎 図師 信彦

3. ピボット 12 上山 美紀子 高塚 裕美 近藤 綾子 古城 幸恵 市橋 和美 半澤 美由紀

Ｂブロック 1. メンバー

1. ひまわり １ 片川 昌広 荒井 延夫 川崎 裕

山崎 翔平 佐竹 勇樹 東海林 吉充

一般女子ダブルス（１） 5月27日（日） 9:15集合

一般女子ダブルス（２） 6月2日（土） 9:15集合

辻堂南部（砂入人工芝）

八部公園（ハード）

八部公園（ハード）

3. HIT  A 21 佐藤 光 田中 雄大 佐々木 碁郎 千葉 順之 濱竹 耕司 市川 祐悟

一般男子ダブルス（１） 6月2日（土） 9:15集合 八部公園（ハード）

平井 稔 松本 渉 高橋 寛

2. アフターテニスはクラ 21 野田 和則
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