
第 回 中野          大会      予選    結果 

       番    
久保 吉人 滝沢 俊一 丸山 潤志 青木 一孫

勝敗 順位
岡田 美穂 山 井 邦子 水落 恵 青木 真弓

 
久保 吉人

             
岡田 美穂

 
滝沢 俊一            

             
山 井 邦子            

 
丸山 潤志  松本   協会 

             
水落 恵  松本   協会 

 
青木 一孫  中野市役所   

             
青木 真弓  中野市役所   

       番     
岡澤 昌廣 関谷 敦規 永田 五男

勝敗 順位
宮崎 栄子 堂原 美菜子 月岡   子

 
岡澤 昌廣  木曜庭球団 

          
宮崎 栄子  木曜庭球団 

 
関谷 敦規      

          
堂原 美菜子  篠 井      

 
永田 五男          

          
月岡   子      

       番    
河野 精一 遠藤 豊明 中村 優 小林 和成

勝敗 順位
山本 貴代 忠地   香 新藤 直子 岡澤 純子

 
河野 精一  須坂      

             
山本 貴代  須坂      

 
遠藤 豊明  松本   協会 

             
忠地   香  松本   協会 

  
中村 優  中野   協会 

             
新藤 直子      

  
小林 和成  木曜庭球団 

             
岡澤 純子  木曜庭球団 

       番    
二木 雅敏 荒井 穂 樋口 勝也

勝敗 順位
小林 明日香 荒井 知子 原田 敦子

  
二木 雅敏  長野市   協会 

          
小林 明日香  長野市   協会 

  
荒井 穂       

          
荒井 知子       

  
樋口 勝也  長野日本無線   

          
原田 敦子  長野日本無線   

       番    
小林 和久 倉品 納男 保坂 浩行 岩田 昌紘

勝敗 順位
小林 亜理紗 佐藤 浩美 小松 千栄美 村橋 史香

  
小林 和久  須坂      

             
小林 亜理紗  須坂      

  
倉品 納男          

             
佐藤 浩美          

  
保坂 浩行

             
小松 千栄美

  
岩田 昌紘      

             
村橋 史香         



       番    
田中 亮英 後藤 一男 畦上 公司

勝敗 順位
田中 志保 丸山 聡子 田澤 繭子

  
田中 亮英  花鳥風月 

          
田中 志保  花鳥風月 

  
後藤 一男  松本   協会 

          
丸山 聡子  松本   協会 

  
畦上 公司  須坂      

          
田澤 繭子  中野   協会 

       番    
義家 文成 風見 浩之 大津 勇介

勝敗 順位
野村 由紀子 檀原 理恵 真野 美由紀

  
義家 文成  長野市役所    

          
野村 由紀子            

  
風見 浩之  西和田       

          
檀原 理恵  西和田       

  
大津 勇介

          
真野 美由紀

       番    
原沢 健一 水野 俊明 西澤 英一

勝敗 順位
関谷    荻野 祐基子 西澤   

  
原沢 健一         

          
関谷     小布施    

  
水野 俊明

          
荻野 祐基子

  
西澤 英一          

          
西澤            

       番    
武藤 和洋 佐藤 浩紀 野村 知裕 前所 孝義

勝敗 順位
池田 未奈 宇賀田    野村 香織 前所 朱美

  
武藤 和洋      

             
池田 未奈          

  
佐藤 浩紀

             
宇賀田    

  
野村 知裕      

             
野村 香織      

  
前所 孝義

             
前所 朱美

       番    
石渡 正勝 渡辺 由祐 寺沢 翔太郎

勝敗 順位
滝沢 正枝 木下 歩美 寺沢 千鶴子

  
石渡 正勝  中野   協会 

          
滝沢 正枝  中野   協会 

  
渡辺 由祐      

          
木下 歩美      

  
寺沢 翔太郎  西和田   

          
寺沢 千鶴子  西和田   



       番    
酒井 信勝 熊井 隆一 吉澤 和寿 星野 周一郎

勝敗 順位
二木    熊井 恵美 平林 真弓 星野   美

  
酒井 信勝  長野市   協会 

             
二木     長野市   協会 

  
熊井 隆一      

             
熊井 恵美      

  
吉澤 和寿          

             
平林 真弓          

  
星野 周一郎  高山     

             
星野   美  中野   協会 

       番    
永野 佳次 中西 恵太 横山 史之

勝敗 順位
冨士 美雪 寺島 公江 青木 淳子

  
永野 佳次

             
冨士 美雪        

  
中西 恵太  長野市   協会 

          
寺島 公江  長野市   協会 

  
横山 史之

             
青木 淳子

       番    
楢本 肇 山内 一樹 工藤 大樹

勝敗 順位
北條 真弓 綿貫 由利子 徳永 真弓

  
楢本 肇

          
北條 真弓                

  
山内 一樹

          
綿貫 由利子

  
工藤 大樹          

          
徳永 真弓          

       番    
小山 義之 富井 勝美 田中 諒

勝敗 順位
小山    原田 奈緒 唐木 早織

  
小山 義之          

          
小山             

  
富井 勝美  中野   協会 

          
原田 奈緒         

  
田中 諒

          
唐木 早織


