
エントリーリスト

2020.7.12  荒川区テニス連盟　夏季ミックスダブルス大会

選手名 チーム名
1 山田 直正 鏡 多恵 BLUEBASS
2 細越 雄斗 小川 知恵子 BLUEBASS
3 小山 聡 土井 柴野 BLUEBASS
4 鈴木 和規 鈴木 千由 BLUEBASS
5 内藤 友博 長澤 由惟 KION
6 沼田 穣 品田 康子 OnLine
7 葭葉 智広 荒 禎子 Revenge
8 木村 勉 原 紳子 Revenge
9 樋口 研一郎 吉川 春佳 Revenge

10 竹前 圭 藤本 有香 SP
11 岩折 省吾 今西 亜矢 ウエンズ
12 山口 朗史 山口 なつよ ウエンズ
13 堀 真也 堀 幸子 ウエンズ
14 森島 基 森島 千晴 ウエンズ
15 高尾 善之 高尾 奈穂 ウエンズ
16 小柳 遊多 小柳 有佳子 ウエンズ スナイパーズ
17 竹田 正行 古賀 千恵 日食 ウエンズ
18 田中 昭二 島川 彰子 オウルズ
19 綱本 大地 石原 教子 オウルズ
20 田平 征太郎 田中 弓 オウルズ
21 須賀 敦郎 木崎 由紀子 クッキー＆クリーム
22 脇山 昇 宮下 香津美 クッキー＆クリーム
23 山口 正次 植田 佐知子 クッキー＆クリーム
24 金子 幸夫 松木 真理子 クッキー＆クリーム スタークラブ
25 井本 淳介 井本 悠紀 ケルン
26 仁平 勝裕 内藤 さおり ケルン
27 吉田 亘 菅澤 理恵 ケルン
28 山田 博之 阿左美 幸乃 ケルン
29 千代田 範人 河野 智恵 タッチ
30 佐藤 孝宏 高波 美智子 ナウシカ
31 長野 明 臼井 真由美 ナウシカ
32 門田 隆 柿平 みのり フォローウインド
33 石川 直紀 田島 久恵 フォローウインド
34 堀江 慶 播磨 裕子 フォローウインド
35 藤井 和行 清田 朋子 フォローウインド
36 吉野 淳一 小俣 直子 フォローウインド
37 小森 勇武 斎藤 裕美 フォローウインド
38 田島 隆 藤田 由美 フォローウインド
39 青山 弘 西田 久美子 ブルーエンジェルス
40 沖花 正佳 藤崎 聡美 ブルーエンジェルス
41 高垣 伸一 黒津 正子 ブルーエンジェルス
42 浜田 敏 町山 佳苗 ボヌール フォローウインド
43 松野 純也 松野 朝美 ボヌール
44 渡辺 剛 小宮 恵美子 ましゃ
45 日出 衛 内山 正子 ましゃ スタークラブ
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46 石崎 孝博 石崎 香代子 ましゃ
47 新城 憲 新城 由美 ましゃ
48 石塚 和弘 石塚 優子 ましゃ
49 西 大介 玉村 和江 ましゃ
50 恒吉 徹 中島 彩里 日暮里
51 金 在相 近藤 広美 日暮里
52 渡部 大輔 佐藤 千絵 マック
53 佐藤 義和 山本 聡美 マック
54 浪ヰ 友淑 村越 佳代子 マック
55 山本 正延 菅野 しのぶ マック
56 長谷川 達之 池口 佳代子 マック
57 粟谷 肇 粟谷 恵子 一般
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