
中村　翔 NWTC 宇佐美晧一 静岡銀行

鈴木南穂 NWTC 61 62 近藤　碧 コヤマTP

足立　潤 ダブルベーグル 吉野裕之 ダブルベーグル

村瀬　梓 ダブルベーグル 60 61 川崎　薫 ダブルベーグル

相馬恵生 フリー 紋谷朋樹 サーラスポーツ

加藤江美 フリー 61 61 寺田奈々 サーラスポーツ

池田朋弘 マインドサン 中嶋勇貴 110TENNIS

杉村泳子 マインドサン 64 63 梶原美沙 110TENNIS

飯塚祐登 アイTC 野嶋　俊 マインドサン

澤口愛子 COOl B 64 60 横井絵里香 東陽TS

鈴木　徹 フリー 中山　隼 県庁クラブ

山崎光夏 STSS 76 61 安冨茉奈 フリー

小林雄太 ビボーンTC 佐藤直也 フリー

竹村美希 ビボーンTC 64 島袋久美子 フリー

鈴木誠人 フォルボTC 62 戸崎信太郎 48ポンド

篠崎由貴子 フォルボTC 61 64 木村美波 ダブルベーグル

吉見恒輝 コヤマTP 青木　凌 フォルボTC

織田知邑 コヤマTP 62 62 石川亜里子 フォルボTC

河村耕平 ダブルベーグル 梅原　毅 ダブルベーグル

梅原麻都花 ダブルベーグル 61 76 宇佐見理名 ダブルベーグル

禅野泰光 スヌーピー 飯尾彰介 110TENNIS

宇佐見真矢 スヌーピー 75 62 伊澤友代 110TENNIS

太田悠介 S.T.A.C 若山裕貴 フリー

内山　香 ダブルシープ 成岡ゆい フリー

高橋尚久 HTF

大塚由紀子 マインドサン 62

鈴木達男 佐鳴台LTC

山崎卓子 佐鳴台LTC

吉山正晃 初生クラブ 62

杉本　潤 マインドサン

森里達也 フリー

豊田ゆり子 フリー 60

金田眞吾 HTF 63

雨宮恵美子 HTF

伊東克秀 HTF

猿田香奈 ブレスガーデン 62

岡田樹義 マインドサン

小野田かをる マインドサン 64

鶴見　潔 ブレスガーデン

難波瑞穂 ブレスガーデン 64

横井伸一 NWTC

松尾宏子 プラムカット
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小木孝幸 フォルボTC 安川祥邦 マインドサン

森上佳代子 プラムカット 60 定野久恵 ダブルシープ

牧野謙一 フリー
62 63 大村真貴 浜松ローン

森　靖浩 OTC 佐田勝彦 坪井クラブ

加藤志保 OTC 63 64 神山晶子 ブレスガーデン

鈴木雅人 NWTC 鈴木富士美 初生クラブ

河村美江 NWTC 63 62 鈴木有里 初生クラブ

鈴木暁康 坪井クラブ 遠藤昌明 初生クラブ

松下博美 坪井クラブ 64 64 氏原晃子 初生クラブ

大竹次睦 ハッカー 後藤康祐 ヤマハTC

平賀いくえ プラムカット 62 61 三浦貴子 OTC

若山義正 MOMO 後藤幸司 デンソー

村松京子 MOMO 64 62 上田文香 コヤマTP

青嶋　健 初生クラブ 太田哲也 庭球道

村上美幸 初生クラブ 61 60 山田奈美子 静清グリーンTC

石垣　修 坪井クラブ 山下泰弘 ダブルシープ

高崎典子 ぼたん 61 62 鈴木美智子 ダブルシープ

鈴木計範 メガロス浜松 神谷直樹 サーラスポーツ

中村育枝 メガロス浜松 62 62 神村美保 サーラスポーツ

吉田安志 フォルボTC 平塚博之 坪井クラブ

増田弘子 初生クラブ 63 60 北谷きく江 坪井クラブ

夏目佳浩 NWTC 山村憲彦 TTPG

佐藤友美 NWTC 61 75 苗代沢礼子 TTPG

嶋野享一 プラムカット 原　伸之 ぼたん

木瀬淑恵 プラムカット DEF 64 月本久美子 坪井クラブ

伊藤佳明 坪井クラブ 垂水哲也 フリー

村越淑恵 坪井クラブ 61 76 杉村智津 フリー

鈴木嘉弘 ぼたん 安川弘城 NWTC

平塚はるか ダブルベーグル 62 63 祖父江恵実 コヤマTP

天野康治 ITA浜松 鈴木博人 浜松いわた信金

原田久美子 ダブルシープ 小出貴子 佐鳴台LTC

花川運動公園テニスコート

2021年10月10日(日)
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