
2022.12.15

第48回 連盟杯 ミックスダブルステニス大会
エントリーリスト_12/15訂正

・ エントリーリストです。
エントリーに間違いなどありましたら下記メールまで連絡お願いします。

・

・ 今回のエントリーリストは出場が決定ですので
登録がまだの選手はできるだけ早急に登録をお願いします。

岸和田テニス連盟メール kta.office1985@gmail.com

エントリーリストを12月15日まで掲載します。
間違い訂正がなければ、12/25までにドローの掲載を行います。

2023年1月29日開催



クラス 男 クラブ 女 クラブ
1 上級 三木 岳 is団 瀧田 文音 is団
2 上級 岡島 拓郎 Sfida 伊丹 さき is団
3 上級 藪野 永遠 is団 大倉 佳子 is団
4 上級 田中 和也 if 伊丹 優子 is団
5 上級 西 孝昌 A・CUBE 久内 麻起子 フリー
6 上級 吉村 拓巳 if 藤本 夢彩 is団
7 上級 栗木 周史 フリー 栗木 珠美 フリー
8 上級 藤田 教幸 FC岸和田 中嶋 涼子 FC岸和田
9 上級 角谷 当弘 T.T.T 浜上 彩子　 T.T.T

10 上級 板原 直人 フリー 岡田 みゆき A・CUBE
11 上級 釜野 健太郎 A・CUBE 延澤 彩香 フリー
12 上級 染井 友秀 is団 平田 真穂 is団
13 上級 富永 尚晃 フリー 大桑 恵理 フリー



クラス 男 クラブ 女 クラブ
1 初級 星川 拓士 Sfida 平山 恵 フリー
2 初級 前岡 綾 A・CUBE 尾嵜 健人 A・CUBE
3 初級 池田 雄祐 Sfida 小西 結花 Sfida
4 初級 藤岡 司 Sfida 香川 智美 Sfida
5 初級 河野 篤司 C-SQUARE 山口 直子 Sfida
6 初級 長岡 竜二 フリー 大崎 真理子 Sfida
7 初級 福谷 真城 Sfida 森内 京子 Sfida
8 初級 西田 時雄 is団 前田 奈未 is団
9 初級 森戸 誠 Sfida 北園 美穂 Sfida

10 初級 服部 雄一 is団 橋本 香織 is団
11 初級 藤原 秀太 is団 金井 杏海 is団
12 初級 舟尾 雄 is団 中井 一見 is団
13 初級 橋本 健 is団 梅田 慎子 is団
14 初級 武田 清 is団 武田 博美 is団
15 初級 南 康弘 is団 南 恵美 is団
16 初級 浦川 雅彦 フリー 浦川 光陽 フリー
17 初級 多々納 明 is団 西田 真衣子 is団
18
19 初級 小笠原 睦夫 在住 小笠原 雪惠 Lourel
20 初級 吉内 哲也 A・CUBE 重地 彩恵子 フリー
21 初級 中川 倫也 在住 坂根 由紀 C-SQUARE
22 初級 森井 昭寿 在住 森井 絵里 在住
23 初級 辰村 利幸 Lourel 寺下 愛 TeamPalette
24 初級 眞柄 光孝 T.T.T 福井 千恵子 T.T.T
25 初級 山本 明弘 is団 原田 陽子 is団
26 初級 宮本 初二 Lourel 山野 登史子 Lourel
27 初級 岩崎 大二郎 A・CUBE 松田 文子 is団
28 初級 河村 友香 TeamPalette 兼益 祐輔
29 初級 田村 さおり TeamPalette 小間 良仁 TeamPalette
30 初級 新矢 直純 フリー 渡辺 仁美 フリー
31 初級 吉岡 禎 在住 吉岡 美由起 在住
32 初級 前山 亮二 LBT 前山 京子 LBT
33 初級 樋渡 遥 西脇 裕起
34 初級 船富 健二 C-SQUARE 多胡 ひとみ C-SQUARE
35 初級 植田 幹夫 在住 金津 京子 Lourel
36 初級 山本 淳二 ホリゾン 井上 智代 ホリゾン
37 初級 田辺 順子 在住 三島 隆一郎 在勤
38 初級 脇坂 京一 フリー 神楽 和美 C-SQUARE
39 初級 浦田 直樹 飯田 紀子
40 初級
41 初級 土屋 幸雄 Sfida 中田 美也子 Sfida
42 初級 茶谷 淳 フリー 茶谷 厚子 フリー
43 初級 上野 祐貴 is団 大山 和 is団
44 初級 上野 泰弘 フリー 上野 恵 フリー


