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1. 吉田 　徹 （東芝府中）・大窪 康史

2. ＢＹＥ

3. ＢＹＥ

4. 嶋田 太久也 （はたまん）・亀上 維織

5. 池田 勉 （ＫＴＣ）・池田 裕弥

6. 坂井 篤 （ＡＳＴＩ）・西永 泰三

7. 富永 大祐 （ヴィク）・猪崎 紀

8. 桐生 洋輔 （ＳＡＮＳ）・小島 大吾

9. 西野 智彦 （浅間）・笹岡 浩明

10. 新免 芳史 （FYTC）・福山 勝実

11. 大井 常義 （Sunny）・菅原 庸

12. 原田 典政 （MTC）・山本 正己

13. 種池 幸三 （ＫＴＣ）・堂前 貞大

14. 村山 清一 （東芝府中）・荒井 秀之

15. 岡部 正則 （ＫＴＣ）・永田 美智夫

16. 秋田 顕治 （ＦＴＣ）・三枝 謙郎

17. 柳原 敏信 （ウルトラ）・中岡 和也

18. 山岸 正 （FYTC）・安江 崇

19. ＢＹＥ

20. 奥山 直哉 （ＦＴＣ）・岩田 岩田

21. 吉岡 祐二 （ＫＴＣ）・栗山 卓也

22. 石川 学 （ヴィク）・小田 龍史

23. 星 隆祐 （MTC）・小沢 稔

24. 関矢 正己 （サントリ）・山本 雅一

25. 瀧本 和靖 （東芝府中）・喜多 宏明

26. 佐野 芳則 （ＫＴＣ）・遠藤 和美

27. 安井 康二 （東芝府中）・児玉 博史

28. 花岡 武 （MTC）・石井 勤雄

29. 藤田 政満 （ＦＴＣ）・安藤 裕生

30. 鈴木 広一 （ウルトラ）・金子 信久

31. 松澤 誠吾 （すばる）・藤井 和彦

32. 網代 好秀 （ＡＳＴＩ）・池田 修一

33. 菊池 良 （はたまん）・長瀬 英明

34. ＢＹＥ

35. 角川 英樹 （ＳＡＮＳ）・Stuart Lee

1st. 2nd. 3rd. 4th. 5th. 6th.

優勝



■ 第113回 府中市庭球大会(冬季大会) 混合ダブルス
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1. 吉田 　徹 （東芝府中）・村田 珠美

2. 小沢 稔 （MTC）・鮎川 詩子

3. 吉岡 祐二 （ＫＴＣ）・吉岡 知子

4. 網代 好秀 （ＡＳＴＩ）・鈴木 朋美

5. 大山 裕宣 （とえてに）・大山 美穂

6. 西野 智彦 （浅間）・仲川 桜子

7. 山岸 正 （FYTC）・福山 葉子

8. 海老沢 芙美子 （L.C）・安江 崇

9. 嶋田 太久也 （はたまん）・宮子 和子

10. 宮子 孝 （ＴＴＦ）・岩浪 弘子

11. 永田 美智夫 （ＫＴＣ）・松永 直子

12. 原田 典政 （MTC）・斎賀 由紀子

13. 荒井 秀之 （東芝府中）・吉田 貴子

14. 秋田 しほ （ＦＴＣ）・戸塚 康幸

15. 小田 龍史 （ヴィク）・小田 憲子

16. 瀧本 和靖 （東芝府中）・小林 春美

17. 荒川 豊 （フラッグ）・井上 陽代

18. 池田 修一 （ＡＳＴＩ）・松澤 智依

19. ＢＹＥ

20. 菅原 庸 （Sunny）・一村 由美子

21. 安井 康二 （東芝府中）・下田 郷子

22. ＢＹＥ

23. 岡部 史朗 （MTC）・岡部 尚子

24. 芹沢 元秀 （FYTC）・石田 洋子

25. 種池 幸三 （ＫＴＣ）・平木 亜紀

26. 篠原 高明 （はたまん）・佐久間 美奈

27. 角川 英樹 （ＳＡＮＳ）・宮坂 みさ

1st. 2nd. 3rd. 4th. 5th.

優勝


