
選手名1 選手名2 チーム名1 チーム名2

1 黒田 耕司 宮本 真希 未登録 未登録

2 輿石 龍児 輿石 真奈 川口市役所テニス部 川口市役所テニス部

3 諸我 知絵 中川 仁 NSK NSK

4 山本 美恵子 田場 大貴 JTP JTP

5 野村 由華 加藤 稔 JTP 佐藤牧場

6 大川 翼 伊藤 智子 ウルトラM VICTORY

7 坂巻 亮 山崎 陽子 ウルトラM ウルトラM

8 諸我 歩実 佐々木 優斗 NSK チャレンジャーズ

9 中谷 政史 新井 真由美 アバンタージュテニスクラブ アバンタージュテニスクラブ

10 齋藤 哲哉 鈴江 千佳子 アバンタージュテニスクラブ アバンタージュテニスクラブ

11 植村 徳夫 吉場 ちあき Team　Nice　Watch Team　Nice　Watch

12 白澤 諒真 宮古 咲希 Team　Nice　Watch Team　Nice　Watch

13 川手 佑介 秋田 友紀 ダンロップ川口インドアテニスクラブ ダンロップ川口インドアテニスクラブ

14 林 法良 林 梨乃 TEAM　ONE　DO TEAM　ONE　DO

15 宍倉 大輝 秋元 京子 スピード20 スピード20

16 千代田 範人 河野 智恵 R.S.K ウインズ

17 高草木 和史 毛利 素子 ウインズ ウインズ

18 浜田 由香 浜田 弘顕 Southfields. Southfields.

19 石澤 明美 石岡 孝三 Southfields. Southfields.

20 陶 亜希子 陶 剛 VITA VITA

21 山本 倫行 山本 麻緒 Y's Tennis Y's Tennis

22 比留間 秀典 比留間 由美 ストイックス ストイックス

23 塩野谷 慎吾 塩野谷 綾 チームSalt チームSalt

24 織原 慎 長岡 友佳里 チームSalt チームSalt
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8月21日 一般の部



選手名1 選手名2 チーム名1 チーム名2

1 田中 剛 林田 久惠 未登録 未登録

2 城石 隆治　 城石 康代 ひまわり ひまわり

3 森田 聖一 森田 和子 ジョイフル 未登録

4 清水 英也 牧野 美幸 ウルトラM FRIDAY’S

5 大平 正則 岡本 愛 Y・Yテニスクラブ Y・Yテニスクラブ

6 鈴木 登志一 初澤 千浪 アバンタージュテニスクラブ アバンタージュテニスクラブ

7 高須 祐行 相良 祐子 Y's Tennis アバンタージュテニスクラブ

8 矢野 麻里 吉川 武宏 ダンロップ川口インドアテニスクラブ 未登録

9 西尾 泰 西尾 理恵 TEAM　ONE　DO TEAM　ONE　DO

10 大澤 剛 宇田 薫 TEAM　ONE　DO ジョイフル

11 松村 龍彦 松村 晃子 ｆ２ ｆ２

12 宍倉 正 伊東 弘美 スピード20 スピード20

13 増田 久徳 田中 亜妃子 ウエストヒルズ ウエストヒルズ

14 吉田 武志 堀口 理恵子 チームyukino チームyukino

15 桑田 正太郎 増田 万里 ウインズ ウインズ

選手名1 選手名2 チーム名1 チーム名2

1 柿原 健一郎 内部 悦子 未登録 西川口テニスクラブ

2 新名 清志 奈良 百合子 ウインズ OMYTC

3 黒田 昭 川端 佳子 ウインズ ウインズ

選手名1 選手名2 チーム名1 チーム名2

1 木所 郁男 木所 瑛 木村☆農場 未登録

2 鈴木 嘉崇 鈴木 嘉澄 未登録 未登録

3 米田 卓未 米田 隼大 未登録 未登録

8月21日 100歳以上の部

8月21日 120歳以上の部

8月21日 ファミリーの部


