
エントリーリスト・一般の部

エントリー情報に間違いがないかご確認ください。

訂正箇所がありましたら、メールでご連絡をお願いします。izumikutennis@gmail.com

一般男子 一般女子

赤窄 義孝 樫山　俊彦 とつかTC とつかTC 1 丸山 菜穂子 木沢　愛 TP戸塚 TP戸塚

高川 隼輔 田中　智隆 とつかTC とつかTC 2 飯塚るり子 小田島ゑみ TP戸塚 とつかTC

石川 朝彦 岩渕　学 とつかTC とつかTC 3 伊藤 友美 井上 亜紀 ｻﾘｭｰﾄITS 在勤

春山 道男 高橋　智秀 TP戸塚 TP戸塚 4 藤佐 晃子 小祝 清美 ｻﾘｭｰﾄITS ｻﾘｭｰﾄITS

和田 直英 岡田　拓馬 TP戸塚 TP戸塚 5 横山阿貴子 江連 幸恵 ｻﾘｭｰﾄITS 在住

金丸 恭弘 山本　惇 TP戸塚 TP戸塚 6 竹村 美来 藤田 星来 10FIELD TS 10FIELD TS

大嶽 勇由 岡澤　匠 在住 在住 7 稲川 美雪 清野 祐子 泉中央TG 泉中央TG

原田　淳 泉　大門 在住 在住 8 中川みどり 斎藤 由佳 在住 Vivace

草間 健一 櫻井 克也 在住 在住 9 土屋明希子 藤崎みはゆ TP戸塚 teamWEST

木村 宏 阿部 元宏 在住 在住 10 樫山真紀子 石川 礼奈 とつかTC teamWEST

川島 壮俊 小山 勲 在住 在住 11 中村 佐織 奈良崎祐美 teamWEST 在住

伊南 雄太 福井 諄哉 在住 在住 12 松下 典子 村松 恵子 teamWEST 在住

平山大一郎 福家 智 ｻﾘｭｰﾄITS ｻﾘｭｰﾄITS 13 霜鳥真里 森田 瑞紀 ジェラート ジェラート

鈴木　寛 谷内　正志 ｻﾘｭｰﾄITS ｻﾘｭｰﾄITS 14 稲葉 薫子 渋谷 智美 ジェラート ジェラート

桜木 博司 野村 英明 ｻﾘｭｰﾄITS ｻﾘｭｰﾄITS 15 北原 絵美 北原 真央 ジェラート ジェラート

園田 裕亮 大町 純也 ｻﾘｭｰﾄITS ｻﾘｭｰﾄITS 16 野口恵理子 伊藤 一会 ジェラート teamWEST

後藤　寧 瀧澤　晋 ｻﾘｭｰﾄITS ｻﾘｭｰﾄITS 17 秦野 智子 岩下 明恵 ジェラート ジェラート

長柴 晋吾 服部 秀昭 10FIELD TS 10FIELD TS 18 吉田 祐子 藤田 華世 ジェラート ジェラート

若林 正憲 築地 幹夫 10FIELD TS 在住 19 中村 真由美 水村佐知子 ジェラート ジェラート

斉藤 隆行 長谷　直彦 K-TOURS K-TOURS 20 須玉 恭子 足立恵理奈 Vivace Vivace

森　豊明 吉田　達馬 teamWEST 在勤 21 櫻庭日登美 吉橋 純子 Vivace Vivace

久保田潤一 浅見　昌樹 在住 teamWEST 22

野口 智裕 安西　将貴 ジェラート 在住 23

須玉　晃 佐竹　勇樹 Vivace Vivace 24

中山 伸二 井上　俊 teamWEST teamWEST 25

川崎 雄大 西村　功 teamWEST teamWEST 26

富樫　翼 更科　拓 teamWEST teamWEST 27

今崎 耕太 橋本 拓弥 teamWEST teamWEST 28

橋本 俊也 飯島　隼人 ジェラート ジェラート 29

田村 哲也 砂本　達郎 ジェラート ジェラート 30

草井 勇輔 牛尾　海斗 ジェラート ジェラート 31

矢田　潤 三上　楓 ジェラート ジェラート 32



エントリーリスト・シニアの部

エントリー情報に間違いがないかご確認ください。

訂正箇所がありましたら、メールでご連絡をお願いします。izumikutennis@gmail.com

男子シニアの部 女子シニアの部

熊澤 輝昭 笠原 博 在住 在住 1 小串 尚美 大槻 康恵 在住 在勤

清水 昭喜 吉野 享太 在住 在住 2 岩田 礼子 安田恵美子 泉中央TG 泉中央TG

橋本 美樹 遠藤 訓 在住 在住 3 西垣 享子 尾脇真由美 TP戸塚 TP戸塚

田中 健治 河原 浩一 在住 在勤 4 大森 佳子 山崎 和枝 TP戸塚 TP戸塚

脇本　一 近藤 直孝 とつかTC とつかTC 5 恩田由美子 関 潔美 和泉TS 在住

松本 龍一 一杉 直弘 緑園TC 緑園TC 6 渡辺 朝子 斎藤 貴子 とつかTC 10 FIELD TS

田嶋 仁志 菅野 泰行 緑園TC 緑園TC 7 松本 一恵 藤野 恵美 teamWEST TP戸塚

東　正義 桃井 優身 TP戸塚 TP戸塚 8 石崎 紀子 十河 聡子 teamWEST teamWEST

伏見 和夫 米田 信平 TP戸塚 TP戸塚 9 津上 幸子 池田 めぐみ Vivace Vivace

池田　靖 小熊 健一 TP戸塚 TP戸塚 10

利根川 徹 吉村　誠 TP戸塚 TP戸塚 11

三上 圭一 藤野 幹彦 TP戸塚 TP戸塚 12

竹下 芳喜 大西富士夫 TP戸塚 TP戸塚 13

井上 雅幾 北條 叔行 とつかTC とつかTC 14


