
混合一般 参加数(１６)

１R QF SF F
大竹　諒 エンドウテニススク－ル

大竹　仁美 アールベルグTC 大竹・大竹

笠原　良行 日立小田原 ８３

北村　由美子 日立小田原 深澤・安永

深澤　元太郎 神奈中インドアテニスクラブ ８５

安永　詩音 神奈中インドアテニスクラブ 深澤・安永

増田　哲也 ラ・メールテニススクール ８２

石井　絵美 ラ・メールテニススクール 佐々木・今若

佐々木　航 富士見テニスクラブ ８６

今若　真樹子 富士見テニスクラブ 佐々木・今若

小川　和則 神奈中インドアテニスクラブ ８２

熊澤　一代 神奈中インドアテニスクラブ 佐々木・今若

山口　晃弘 ＦＦＴＰ ８５

杉山　亜希子 ジョッキ－ズ 山口・杉山

大沢　明夫 開成グリーンテニスクラブ ８１

隈元　由美子 開成グリーンテニスクラブ 関・水本

小松　翔琉 神奈中インドアテニスクラブ ７６(3)、ret

碓井　菜緒 神奈中インドアテニスクラブ 金海・金海

金海　俊 富士フイルム足柄 ８１

金海　未来 富士フイルム足柄 瀬戸・関

保田　和泉 南足柄市役所 ９７

本郷　智恵 神奈中インドアテニスクラブ 瀬戸・関

瀬戸　義之 L&Mテニスクラブ ８１

関　知子 大井町ファミリーテニスクラブ 関・水本

平田　和弘 日立小田原 ９７

西山　洋子 Ｒａｆａｅｌ 平田・西山

山口　力 鴨宮テニスクラブ ８５

杉山　美佳 鴨宮テニスクラブ 関・水本

斎藤　康太 神奈中インドアテニスクラブ ８５

橋場　さつき 神奈中インドアテニスクラブ 関・水本

関　裕一郎 大井町ファミリーテニスクラブ ８４

水本　綾子 富士フイルム足柄

0

シード順位
① 大竹　諒、大竹　仁美(エンドウテニススク－ル、アールベルグTC)
② 関　裕一郎、水本　綾子(大井町ファミリーテニスクラブ、富士フイルム足柄)
③ 瀬戸　義之、関　知子(L&Mテニスクラブ、大井町ファミリーテニスクラブ)
④ 佐々木　航、今若　真樹子(富士見テニスクラブ、富士見テニスクラブ)
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混合Ｂクラス 参加数(２３）

１R ２R ＱＦ ＳＦ Ｆ
高橋　昂希 小田高テニス部ＯＢ会

石井　菜里咲 小田高テニス部ＯＢ会 高橋・石井

bye 　

　 　 高橋・石井

佐藤　勝貴 富士見テニスクラブ ８１

小山　早智子 富士見テニスクラブ 大竹・大竹

大竹　克欣 日本新薬(株) ８２

大竹　弘美 神奈中インドアテニスクラブ 高橋・石井

池田　久俊 エンドウテニススク－ル ８２

佐藤　幸子 ユピテル 池田・佐藤

bye 　

　 　 多田・仲村

bye 　 ８２

　 　 多田・仲村

多田　良昭 クボタシ－アイ㈱

仲村　奈保子 Ｔｅａｍ　Ｍ 山賀・山賀

鈴木　章弘 トモロウ ８６

後藤　和泉 ラ・スリーズ 鈴木・後藤

bye 　

　 　 鈴木・後藤

磯崎　海渡 神奈中インドアテニスクラブ ８１

磯崎　愛純 神奈中インドアテニスクラブ 磯崎・磯崎

山本　和行 エンドウテニススク－ル ８１

山本　有美子 エンドウテニススク－ル 山賀・山賀

山賀　良男 健楽園テニスクラブ ８３

山賀　眞理子 健楽園テニスクラブ 山賀・山賀

阿部　哲也 八幡山ローンテニスクラブ ８０

阿部　幸子 八幡山ローンテニスクラブ 山賀・山賀

bye 　 ８４

　 　 安達・加藤

安達  雅樹 クボタシ－アイ㈱

加藤　由香 一般市民 山賀・山賀

伊藤　友樹 エンドウテニススク－ル ６２､７６(3)

末吉　朋子 エンドウテニススク－ル 伊藤・末吉

bye 　

　 　 松本・本村

宝子山　浩司 神奈中インドアテニスクラブ ８１

碓井　未奈 神奈中インドアテニスクラブ 松本・本村

松本　弘康 一般市民 ８３

本村　莉瑚 グリーンスカイ 一瀬・一瀬

一瀬　智史 一般市民 ８３

一瀬　明日香 一般市民 一瀬・一瀬

石川　健児 一般市民 ８２

長田　縁 大井町ファミリーテニスクラブ 一瀬・一瀬

bye 　 ８３

　 　 崎山・冨樫

崎山　訓史 日本曹達

冨樫　えりか 日本曹達 高野・高野

横山　昌明 クボタシ－アイ㈱ ８６

横山  鈴 一般市民 横山・横山

bye 　

　 　 横山・横山

櫻井　圭太 日本新薬(株) ８４

寺田　恵津子 日本新薬(株) 飯田・飯田

飯田　直久 ＢＥＡＴ ８３

飯田　百合子 ＢＥＡＴ 高野・高野

岡　隆 一般市民 ８６

大津　葉子 大井町ファミリーテニスクラブ 岡・大津

天野　純 エンドウテニススク－ル ８０

天野　静佳 エンドウテニススク－ル 高野・高野

bye 　 ８２

　 　

高野　陽一 健楽園テニスクラブ

高野　晴美 健楽園テニスクラブ

9

シード順位
① 高橋　昂希、石井　菜里咲(小田高テニス部ＯＢ会、小田高テニス部ＯＢ会)
② 高野　陽一、高野　晴美(健楽園テニスクラブ、健楽園テニスクラブ)
③ 崎山　訓史(日本曹達)、冨樫　えりか(日本曹達)
④ 鈴木　章弘(トモロウ)、後藤　和泉(ラ・スリーズ)
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混合１００才 参加数(１１)

１R QF ＳF F
勝俣　正信 オレンジヒルテニスクラブ

守屋　かなる アールベルグTC 勝俣・守屋

bye 　

　 　 勝俣・守屋

鈴木　克宗 富士見テニスクラブ ８５

飯沼　里美 富士見テニスクラブ 猪俣・伊藤

猪俣　誠 Ｚｉｐ ＴＣ ８６

伊藤　薫 グリーンスカイ 勝俣・守屋

二見　一由 小田原テニス倶楽部 ８３

磯崎　光代 富士見テニスクラブ 二見・磯崎

bye 　

　 　 二見・磯崎

bye 　 ８４

　 　 辻田・辻田

辻田　和宏 開成グリーンテニスクラブ

辻田　弥生 開成グリーンテニスクラブ 勝俣・守屋

石井　宏文 ベルエールテニスクラブ ６３，６０

石井　道子 ベルエールテニスクラブ 石井・石井

森田　清司 ハングリー ８２

安藤　静枝 ハングリー 秋山・小島

bye 　 ８２

　 　 秋山・小島

秋山　光浩 明治ゴム化成（株）

小島　初美 富士ゼロックス 田中・三枝

瀬戸　明 富士見テニスクラブ ８４

伊藤　みさ子 富士見テニスクラブ 田中・三枝

田中　修 健楽園テニスクラブ ８３

三枝　陵子 メランジュ 田中・三枝

bye 　 W.O.

　 　 高崎・中村

高崎　勤 ラ・メールテニススクール

中村　まゆみ ラ・メールテニススクール

シード順位
① 勝俣　正信、守屋　かなる(オレンジヒルテニスクラブ、アールベルグTC)

② 高崎　勤、中村　まゆみ(ラ・メールテニススクール、ラ・メールテニススクール)

③ 二見　一由、磯崎　光代(小田原テニス倶楽部、富士見テニスクラブ)

　④ 秋山　光浩、小島　初美(明治ゴム化成（株）、富士ゼロックス)
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混合100才以上Ｂクラス 参加数（5）

１R SF F
八田　迪男 小田高テニス部ＯＢ会
荒井　祥子 開成グリーンテニスクラブ 八田・荒井

bye 　
　 　 八田・荒井

岡部　哲宏 ジョッキ－ズ ９７
岡部　靖子 ジョッキ－ズ 岡部・岡部
山﨑　博史 ＢＥＡＴ ８３
山﨑　篤子 ＢＥＡＴ 加藤・加藤
加藤　一郎 ハングリー ６４,１６,６０
加藤　直美 ジョイフル 加藤・加藤

bye 　
　 　 加藤・加藤

bye 　 ８５
　 　 市川・高橋

市川　登 日本新薬(株)
髙橋　峯子 日本新薬(株)
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混合120才以上 参加数（８)

1R ＳF F
今井　憲 Ｚｉｐ ＴＣ

井上　ひとみ Ｚｉｐ ＴＣ 高橋・石井
高橋　和哉 オレンジヒルテニスクラブ ８３
石井　恵子 足柄ローンテニスクラブ 高橋・石井
鵜沼　秀敏 富士見テニスクラブ ８３
福村　成美 富士見テニスクラブ 菊地・菊池
菊地　譲二 オレンジヒルテニスクラブ ８３

菊地　まり子 オレンジヒルテニスクラブ 高橋・石井
鈴木　武夫 足柄ローンテニスクラブ ４６,６１,６２
岸本　匡美 フェニックス 鈴木・岸本
草山　毅 ＢＥＡＴ W.O.
大里　史 ＢＥＡＴ 高橋・加藤

杉田　芳彦 小田高テニス部ＯＢ会 ８３
国崎　史子 日立小田原 高橋・加藤
高橋　裕昭 オレンジヒルテニスクラブ ８１

加藤　千枝子 メランジュ

シード順位
① 今井　憲、井上　ひとみ(Ｚｉｐ ＴＣ、Ｚｉｐ ＴＣ)
② 高橋　裕昭、加藤　千枝子(オレンジヒルテニスクラブ、メランジュ)
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