
第2回 フレンドシップテニス大会
2020年11月5日(⽊)  青⽊町公園庭球場
女⼦ダブルス
A ブロック 勝 負 順位
石井久美 ノースグリーンテニスクラブ

遠藤千代子 インパクト

横川弥生
鈴⽊康子
石橋由江 VITA

西村幸代 Team ZERO

倉橋理佐子
吉田志美

B ブロック 勝 負 順位
谷口典子 スマイル

仁井紀子 フリー

⼩野満里子 Tone

奈良百合子 ＯＭＹＴＣ

大森瑞枝
服部浅子
⼩池好美
八田治子

C ブロック 勝 負 順位
練⽊恵里子
久保幸子
梶雅子 ウエストヒルズ

蒲生幸子 ライズ

中嶋悦子
高波美智子
⽊谷久仁子
植⽊真美

D ブロック 勝 負 順位
多田純子
関梢
加藤恵子 西公民館硬式テニスクラブ

鹿波幸子 フリー

落合友美
大塚こずえ
前川典子
倉橋聡子
氏名・所属等に間違いがございましたら、お手数ですが事務局までご連絡ください。
info@tennis-kawaguchi.com  　　　又は090-6956-1719　までお願いいたします。
ご都合により参加できなくなった場合も必ず上記事務局までご連絡ください。
ご連絡が入り次第ラッキールーザーの方へお知らせ致します。
参加費用　:　仮ドローにお名前のある方は10月30日(金)までにお振込みください。
　ご注意　　  仮ドロー発表後にキャンセルする場合もお振込みが必要となります。
振込先　　 :　川口市テニス協会（振込口座番号００１３０-５－１８６２０９）　
　　　　　　　 　お振込の際は通信欄に必ず種目、ドロー番号と
　　　　　　　 　選手の氏名（ペアの氏名）をご記入ください。
　　　　　　　　 他の銀行からの振り込みの場合
　　　　　　　　 銀行名:ゆうちょ銀行 金融機関コード:９９００
　　　　　　　　 店番:０⼀九（ゼロ イチ キュウ）
　　　　　　　　 種目:当座預金　０１８６２０９
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2 千雀庭球⼀門会
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4 Ｃｏｐａｉｎ（コパン）
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9 西公民館硬式テニスクラブ

8 千雀庭球⼀門会

7 Southfields.
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13 14 15 16
13 ライズ

12 ストイックス

11 千雀庭球⼀門会

14

16 Ｄ．Ｔ．Ｘ

15 三田テニスクラブ



女⼦ダブルス
E ブロック 勝 負 順位

秋田友紀
柴田真理
谷早苗 メリーテニスクラブ

金澤万由美 Ｃｏｐａｉｎ（コパン）

西塚孝子
多田玉枝
今村志麻
松下昌美

F ブロック 勝 負 順位

宮田裕子 西川口テニスクラブ

荒谷靖子 ジョイフル

黒野美詠子
緑川静香
有田あやか 西川口テニスクラブ

永井久美 ストイックス

河原順子
吉田朋子

G ブロック 勝 負 順位

都留恵
大島恵美
増村明美
奥村直美
川島眞優美
村上幸路
金井美栄子
井樋恵美子
氏名・所属等に間違いがございましたら、お手数ですが事務局までご連絡ください。
info@tennis-kawaguchi.com  　　　又は090-6956-1719　までお願いいたします。
ご都合により参加できなくなった場合も必ず下記事務局までご連絡ください。
ご連絡が入り次第ラッキールーザーの方へお知らせ致します。

参加費用　:　仮ドローにお名前のある方は10月30日(金)
LL 赤倉亜矢子 　までにお振込みください。
1 岡部文 ご注意　　  仮ドロー発表後にキャンセルする場合も
LL 梶原いつ お振込みが必要となります。
2 服部博美 振込先　　 :　川口市テニス協会
LL 玉置純子
3 都築典子 　　　　　　　 　お振込の際は通信欄に必ず種目、ドロー番号と
LL 大森実恵 　　　　　　　 　選手の氏名（ペアの氏名）をご記入ください。
4 野口⼩夜子 他の銀行からの振り込みの場合
LL 浅倉光枝
5 西村貴子 種目:当座預金　０１８６２０９
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17 ダンロップ川口インドアテニス
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20 ウインズ

19 西公民館硬式テニスクラブ
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22 エムズ　（Ｍʼｓ）

25 26 27 28

25 Ｃｏｐａｉｎ（コパン）

24 西公民館硬式テニスクラブ

26 西公民館硬式テニスクラブ

28 ?（ＨＡＴＥＮＡ）Ｊ・Ｆ

27 Soleil

ノースグリーンテニスクラブ

ウインズ

Ｙ・Ｙテニスクラブ

西公民館硬式テニスクラブ
金融機関コード:９９００　店番:０⼀九（ゼロ イチ キュウ）

（振込口座番号００１３０-５－１８６２０９）　

ラッキールーザー （L.L）

Soleil



第2回 フレンドシップテニス大会
2020年11月5日(⽊)  青⽊町公園庭球場
男⼦ダブルス(60歳以上の部)
H ブロック 勝 負 順位

横山秀明 ?（ＨＡＴＥＮＡ）Ｊ・Ｆ

嘉藤⼀ フリー

福澤進 LT5

山本正昭 フリー

北森⼀弘
大⽊晴雄
吉岡勝三 西公民館硬式テニスクラブ

清水三男 フリー

氏名・所属等に間違いがございましたら、お手数ですが事務局までご連絡ください。
info@tennis-kawaguchi.com  　　　又は090-6956-1719　までお願いいたします。
参加費用　:　仮ドローにお名前のある方は10月30日(金)までにお振込みください。
　ご注意　　  仮ドロー発表後にキャンセルする場合もお振込みが必要となります。
振込先　　 :　川口市テニス協会（振込口座番号００１３０-５－１８６２０９）　
　　　　　　　 　お振込の際は通信欄に必ず種目、ドロー番号と
　　　　　　　 　選手の氏名（ペアの氏名）をご記入ください。
　　　　　　　　 他の銀行からの振り込みの場合
　　　　　　　　 銀行名:ゆうちょ銀行 金融機関コード:９９００
　　　　　　　　 店番:０⼀九（ゼロ イチ キュウ）
　　　　　　　　 種目:当座預金　０１８６２０９
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3 西川口テニスクラブ


