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●　確認をお願いいたします。間違い・訂正等は下記よりご連絡ください。

6/14までにお願いいたします。

https://ws.formzu.net/fgen/S30761067/

種目 氏名 所属団体名 氏名 所属団体名

1 男子ダブルス 松本 卓人 eNishi 中村 祐樹 一筆TC

2 男子ダブルス 田島 準平 eNishi 山田 祐貴 eNishi

3 男子ダブルス 庄司 大輔 GUT 木村 正憲 GUT

4 男子ダブルス 備前島 貴之 ICO 松島 悠介 ATC

5 男子ダブルス 堤 正明 M 眞塩 明男 M

6 男子ダブルス 栗原 巧 Mopar 吉田 修 Mopar

7 男子ダブルス 松本 啓亮 P3TC 新井 大 今井クラブ

8 男子ダブルス 山田 崇史 team薊 井本 涼介 大泉ナベ

9 男子ダブルス 吹上 祐太 UNTRACE 川島 大夢 キリウ

10 男子ダブルス 富澤 洋哉 YSTC 星野 伸明 YSTC

11 男子ダブルス 小林 悠耶 いたれり 大石 真史 MATインドア

12 男子ダブルス 新井 瞬 ぐり～んか～ぷ 堀口 宥太郎 ぐり～んか～ぷ

13 男子ダブルス 村田 幸鮮 グリーンヒル 柵木 智裕 RST

14 男子ダブルス 吉川 常幸 さざんか 筑井 秀行 さざんか

15 男子ダブルス 小林 祐介 サンデン 吉田 庄吾 MATインドア

16 男子ダブルス 星野 駿介 ノグチTC 白石 大雅 eNishi

17 男子ダブルス 備前島 駿 ミナミ 井上 雅規 上野山TS

18 男子ダブルス 松田 宙晃 商大学附高 小金澤 輝音 商大学附高

19 男子ダブルス 清水 愁平 高水 清水 湧作 gumed

20 男子ダブルス 代田 純也 高水 後藤 翔太 ミナミ

21 男子ダブルス 上野山 竜人 小倉クラッチ 笠原 翔真 ミナミ

22 男子ダブルス 中村 晟央 小倉クラッチ 大山 恭史朗 Y.M.T.C

23 男子ダブルス 三井 優太 上武大学 長谷川 諒 上武大学

24 男子ダブルス 小町谷 恵輔 上武大学 畠山 知 上武大学

25 男子ダブルス 吉井 健 上野山TS 杉山 和誠 JSS

26 男子ダブルス 黒須 岳 上野山TS 一木 玲真 ミナミ

27 男子ダブルス 川島 勇太 太ク 畠山 和喜 太ク

28 男子ダブルス 濱田 徹 太ク 須貝 聖也 Yips

https://ws.formzu.net/fgen/S30761067/


種目 氏名 所属団体名 氏名 所属団体名

1 女子ダブルス 板垣 佳奈 Blitz 西元 梨紗 Ｋ会

2 女子ダブルス 長谷川 純子 MATインドア 佐々木 博子 MATインドア

3 女子ダブルス 狩野 美智子 MAT前橋TA 今井 沙織 王山クラブ

4 女子ダブルス 今井 芳枝 SPD 浅沼 めぐみ SPD

5 女子ダブルス 吉田 理沙 Tアイ 梅原 久代 一筆TC

6 女子ダブルス 小金澤 沙織 Tアイ 小金澤 ゆかり Tアイ

7 女子ダブルス 佐藤 真穂 Ｔ研 村川 優里奈 Ｔ研

8 女子ダブルス 竹内 茂子 Y.M.T.C 阿久津 視地子太田レ

9 女子ダブルス 福島 みち子 エリス 岩下 優子 サークルM

10 女子ダブルス 本田 仁美 エリス 岩田 礼子 ヴィーナス

11 女子ダブルス 晝間 ゆず エリス 松井 南美 ヴィーナス

12 女子ダブルス 加藤 理子 サンク 春山 友代 山田ＴＫ

13 女子ダブルス 今泉 夏音 一筆TC 今泉 里咲 一筆TC

14 女子ダブルス 備前島 景子 一筆TC 福井 順子 一筆TC

15 女子ダブルス 矢島 美子 一筆TC 淡路 実咲 一筆TC

16 女子ダブルス 小林 明日香 上野山TS 大沢 花菜子 サンク

17 女子ダブルス 星野 ますみ 前ク 佐藤 真紀 前ク

18 女子ダブルス 草川 有里子 前ク 高田 英子 サンク

種目 氏名 所属団体名 氏名 所属団体名

1 男子ベテランダブルス 境野 仁 MAT高崎TC 白石 祐治 MAT高崎TC

2 男子ベテランダブルス 常盤井 俊昊 P3TC 櫻井 雄司 P3TC

3 男子ベテランダブルス 高坂 哲朗 一筆TC 冨田 宗宏 一筆TC

4 男子ベテランダブルス 近光 亮 高水 小桜 憲弘 高水

5 男子ベテランダブルス 荘 隆俊 新田ＴＣ 本田 直人 エリス


