
【男子一般（Ｇ２）　ダブルス】 【　吉町　】NO. 会員NO氏名 所属 G 1R 2R 3R NO. 会員NO 氏名 所属 G 1R 2R 3R37910 加藤　常夫 ミナ × 58407 生田目　宗忠 FUT ×24512 深谷　善美 ミナ × 48563 吉澤　大 FUT × ６３６３６３６３19572 郡　幸伯 スパイ × ６０６０６０６０ 45852 丸潟　豊 水上 ×18627 後藤　崇哉 スパイ × 45773 石田　芳之 水上 ×57473 林　秉荣 ドナ × WOWOWOWO 52311 和田　恭政 ＳＰ × WOWOWOWO40442 日栄　滋和 ドナ × ６４６４６４６４ 52300 満永　眞人 ＳＰ × ６３６３６３６３46336 沼田　弘典 メガ × 41746 畠山　彰 メガ ×46358 安野　智弘 メガ × WOWOWOWO 46314 小網　武史 メガ × WOWOWOWO47832 上坂　光幸 デロ × 40341 金田　弘一 デロ ×49700 山岡　恭 デロ × WOWOWOWO 45975 隅田　勇 デロ ×50511 佐々木　卓也 FUT × 16838 市川　幸司 スパイ × ６０６０６０６０50500 佐伯　和宣 FUT × 18357 山本　英晃 スパイ × WOWOWOWO46482 沢田　貴史 サプリ × ６０６０６０６０ 46134 吉弘　岳夫 ＮＴＣ × 棄権棄権棄権棄権33938 後藤　和徳 サプリ × ６１６１６１６１ 44424 岩阪　誠一 ＮＴＣ × ２２２２２２２２54201 石山　浩司 ファイ × 53592 河本　義賢 ファイ ×56753 鈴木　盛真 ファイ × 54245 篠﨑　和雄 ファイ ×02170 伊東　孝幸 ＤＢＳ × 12676 鮫島　道徳 タンポ × ６３６３６３６３54368 伊藤　利一 ＤＢＳ × WOWOWOWO 53772 藤田　英明 タンポ ×51185 伊東　秀樹 ＧＦ × なし 植村　善浩 市民 × ６１６１６１６１14847 清水　三雄 ＳＰ × 56797 瀬川　真一 メガ ×16805 赤井　龍也 N/B × WOWOWOWO 33310 宮代　悟志 TB × ６０６０６０６０58340 剣持　吉夫 N／B × 20248 吉原　章哲 TB × ７５７５７５７５19516 小林　康男 ＦＲＭ × ６３６３６３６３ 11530 薮田　昌士 ＦＲＭ ×15646 寺田　秋良 ＦＲＭ × 15679 吉田　嘉之 ＦＲＭ × ６２６２６２６２28167 畔上　友男 スパイ × ６０６０６０６０ 18032 宇田　修司 アトム ×28189 押久保　彰良 メガ × ６４６４６４６４ 20529 鹿野　利幸 アトム ×34434 山下　敏則 メガ × 27032 出口　将平 スパイ × ６２６２６２６２34759 清水　謙太郎 メガ × 33297 原田　幸太郎 スパイ ×50465 我孫子　誠 FUT ×53806 柏酒　義昌 FUT × ６１６１６１６１54302 増森　平 ファイ ×57237 蛭間　康弘 ファイ ×54504 江尻　一成 メガ × ６４６４６４６４53727 齋藤　冬人 メガ × ７５７５７５７５01157 富山　忠義 ＦＲＭ ×45953 大沼　馨 ＦＲＭ × ６３６３６３６３17187 柳沢　公孝 スパイ ×27043 福田　直仁 スパイ ×18728 田辺　千博 タンポ × ６１６１６１６１22396 福原　幸夫 アトム ×53985 宍倉　大輝 ＳＰ × ７５７５７５７５53952 山村　僚也 草東高 × ６０６０６０６０46426 吉武　哲宇 ナイ２ ×49485 内海　将隆 N/B × ６０６０６０６０13655 永島　慎一 ミナ ×18605 片岡　敦和 ミナ × ７５７５７５７５56641 塩畑　英明 FUT ×56742 鈴木　克俊 FUT ×12474 中嶋　茂 ドナ × ６０６０６０６０12531 山元　希企 ドナ ×34760 高津　貞夫 メガ × ６４６４６４６４49339 寺尾　義輝 メガ × ６４６４６４６４55459 三村　隆行 ＦＲＭ ×15657 豊田　憲治 ＦＲＭ ×07883 櫻井　敦史 ファイ × ６１６１６１６１39901 渡邊　徳篤 ファイ ×30485 遠藤　隆 スパイ × ６１６１６１６１11192 老沼　康雄 スパイ ×
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61616161 60606060××××
石田　芳之 水上 ×Ｃ０２ 41746 畠山　彰 メガ × Ｃ２２ 5450418728 田辺　千博 タンポ × Ｃ２１ 45773Ｃ０１ 江尻　一成 メガ ××Ｃ０４ 35952 羽鳥　祐士 サプリ × Ｃ２４ 53985 宍倉　大輝 ＳＰ ×Ｃ０３ 50465 我孫子　誠 FUT × Ｃ２３ 53794 於久　有希 FUT ×Ｃ０６ 46325 中山　潤一 メガ × Ｃ２６ 54302 増森　平 ファイ ×Ｃ０５ 56113 石川　大運 FUT × Ｃ２５ 30148 宮崎　勝一 メガ ×Ｃ０８ 46426 吉武　哲宇 ナイ２ × Ｃ２８ 34759 清水　謙太郎 メガ ×Ｃ０７ 16838 市川　幸司 スパイ × Ｃ２７ 53884 磯島　克己 N/BＣ１０ 04116 土屋　和彦 ファイ × Ｃ３０ 50511 佐々木　卓也 FUTＣ０９ 49294 金子　直人 ＤＢＳ × Ｃ２９ 19280 松井　則和 ＤＢＳＣ１２ 19516 小林　康男 ＦＲＭ × Ｃ３２ 30272 加藤　直史 ナイ２Ｃ１１ 40004 山添　一郎 メガ × Ｃ３１ 56797 瀬川　真一 メガ× Ｃ３４ 50500 佐伯　和宣 FUT ×Ｃ１３ 48563 吉澤　大 FUT × Ｃ３３ 46482 沢田　貴史 サプリ ×鮫島　道徳 タンポ ×Ｃ１６ 40341 金田　弘一 デロ × Ｃ３６ 53727Ｃ１５ 46336 沼田　弘典 メガ × Ｃ３５ 12676 齋藤　冬人 メガ ×Ｃ１４ 54672Ｃ４１ 37459 坂口　鉄二 ＳＰ山田　義政 ナイ２ ×Ｃ４２ 33758 石川　光章 水上 ×Ｃ４３ 34760 高津　貞夫 メガ ×Ｃ４４ 33297 原田　幸太郎 スパイ ×Ｃ４５ 46358 安野　智弘 メガ ×Ｃ４６ 57046 長崎　友也 ＤＢＳ ×Ｃ４７ 56641 塩畑　英明 FUT ×Ｃ４８ 56742 鈴木　克俊 FUT ×Ｃ４９ 40083 田島　將志 ナイ２ ×58340 剣持　吉夫 N／B ×Ｃ５２ 58407 生田目　宗忠 FUT ×Ｃ５３ 47832 上坂　光幸 デロ ×Ｃ５４ 52007 今井　歩 メガ ×Ｃ５５ 54324 山木　啓一郎 ファイ ×

Ｃ５０ 34434 山下　敏則 メガ ×Ｃ５１



【女子一般（Ｇ２）　ダブルス】 【　そうか公園　】 【　吉町　】NO. 会員NO氏名 所属 G 1R 2R 3R NO. 会員NO 氏名 所属 G 1R 2R 3R39440 木下　菜穂子 スパイ × 05443 中嶋　亜紀子 ドナ ×56630 猿渡　智子 メガ × ６０６０６０６０ 11844 茂木　美千代 ドナ × ６２６２６２６２47764 古川　千恵 サプリ × 49755 松岡　成美 ファイ ×35053 太田　絵美 サプリ × 24815 浅井　京子 ファイ × ６３６３６３６３58700 清水　久美子 GTP 0 62626262 37741 加川　智子 メガ ×58665 小林　千明 GTP 0 61616161 37730 植木　真美 GTP ×52063 佐藤　友美 ファイ × 42073 渡辺　孝子 ナイ２ × ６２６２６２６２00617 谷川　久美子 草ロ × 57631 三瓶　順 デロ × ６４６４６４６４03328 高須　由紀子 TB × 76767676 34591 山佐　みゆき TB ×20282 青木　久美 TB × 75757575 （5）（5）（5）（5） 37404 大澤　由美 TB × ６２６２６２６２58867 三戸部　雅子 ファイ × 55976 小路　由美 ファイ ×48451 国延　友子 ファイ × 63636363 48462 石井　美幸 ファイ ×24141 中村　早苗 メガ × 53255 木谷　久仁子 水上 × ６４６４６４６４33253 栗城　ユミ メガ × 75757575 42141 比留間　由美 ＤＢＳ ×22756 内田　牧子 ＳＥＴ × 50533 浅見　陽子 FUT × ６３６３６３６３12979 大井　治世 ＳＥＴ × 60606060 57642 佐藤　育子 FUT × ６３６３６３６３38012 小川　由美子 ミナ × 42444 高津戸　恵美子メガ ×27201 深谷　誠子 ミナ × 61616161 31598 滝本　明子 メガ × ６１６１６１６１27481 大橋　みさ子 ナイ２ × 19358 宗野　美里 ＤＢＳ ×33624 水谷　美恵子 ナイ２ × 62626262 19336 伊東　弘美 ＤＢＳ × ６４６４６４６４54335 山木　真知子 ファイ × 45931 立川　奈美 ファイ ×53288 林　良子 ＴＪ × 62626262 55831 倉上　かおる ファイ ×47809 副田　亜紀 ＳＰ × 17255 赤井　貴美江 N/B × ６４６４６４６４47539 二松　みゆき メガ × 49496 浅井　道代 N/B ×14926 吉原　美保 TB × 76767676 19729 加藤　朝子 ナイ２ × ６０６０６０６０28178 新井　和代 TB × 60606060 （5）（5）（5）（5） 12801 馬場　早苗 ＧＦ × ６３６３６３６３53895 植木　久美 ファイ × 20721 大倉　順子 トンボ ×55932 佐藤　麻衣子 ファイ × 55965 大倉　美穂 トンボ ×51220 後藤　洋子 メガ × 62626262 44233 荒井　麻里 ＳＰ × ６２６２６２６２41791 西方　智美 メガ × 49687 小林　広美 ＳＰ ×47483 大槻　百合香 N/B × 62626262 53749 早船　瞳 メガ × ６３６３６３６３49542 風間　尚代 N/B × 51242 才川　美砂子 メガ ×【女子一般（Ｇ２）　シングル】NO. 会員NO氏名 所属 G 1R ２Ｒ ３Ｒ ＳＦ Ｆ NO. 会員NO 氏名 所属 G 1R ２Ｒ ３Ｒ ＳＦ Ｆ62626262 6161616162626262 6464646462626262 6161616176(14)76(14)76(14)76(14) 76(7)76(7)76(7)76(7)62626262 6161616162626262 wowowowo63636363 6363636362626262 6464646461616161 76(7)76(7)76(7)76(7)61616161 6464646461616161 76(7)76(7)76(7)76(7)64646464 6060606061616161 6464646463636363
63636363
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栗城　ユミ メガ ×Ｄ３５Ｄ１６ 05443 中嶋　亜紀子 ドナ × 57596Ｄ１５ 51242 才川　美砂子 メガ × 33253 菅野　祐羽 メガ ×Ｄ１４ 53749 早船　瞳 メガ × 47753 中西　忍 ＤＢＳ ×Ｄ３３Ｄ３４Ｄ１３ 58755 田中　優子 ファイ × ×24141 中村　早苗水谷　美恵子 ナイ２ ×Ｄ１１ 51220 後藤　洋子 メガ ×Ｄ１２ 19358 宗野　美里 ＤＢＳ × 33624Ｄ３２ 17255 赤井　貴美江 N/B ×Ｄ３０Ｄ３１ メガ郡　麻子 スパイ ×Ｄ０９ 54515 篠田　久美子 メガ ×Ｄ０８ 26873 酒井　友子 ミナ × 太田　絵美 サプリ ×35053Ｄ２８63636363Ｄ０７ 42444 高津戸　恵美子メガ × 49496Ｄ１０ 51264 永島　真紀 水上 × 19662Ｄ２９Ｄ２７Ｄ０６ 39440 木下　菜穂子 スパイ × 58643 慶野　綾香 メガ ×Ｄ２６ ×浅井　道代 N/B ×Ｄ２５ ×Ｄ０４ 56944 丹野　和穂 N/B × 31598 滝本　明子 メガ ×Ｄ０３ 43030 三枝　由起枝 Ｄ２３Ｄ２４草ロ ×Ｄ０２ 40846 篠原　亜里 ドナ × 56630 猿渡　智子 メガ ×Ｄ０１ 53750 平原　朋恵 メガ × 42725Ｄ２２×Ｄ０５ 41791 西方　智美 メガ × 湯田　弘美 ファイ46280 竹内　順子 ドナ54335 山木　真知子 ファイ


