
『第25回 駒ヶ根ミックスダブルステニス大会』
開催日： 2012.7.1 (日)

予選リーグ戦 ※降雨のため途中中止 会　場：駒ヶ根高原庭球場

◆Ａブロック (6)

No （　所　属　） 1上松･下平 2布田･大和 3蒦本･帯川 4池上･宮崎 5鈴木･鈴木 6音喜多･小林 勝－敗 順 位

上松 一成 （上郷テニスクラブ)
下平 浩美 （上郷テニスクラブ)

布田 正敏 （ルネサンス松本)
大和 都后 （ルネサンス松本)

蒦本 隆之 （高遠TC)
帯川 智子 （エコー)

池上 寿広 （高遠TC)
宮崎 祐子 （ユニバース)

鈴木 一之 （フリー)
鈴木 恵美子 （フリー)

音喜多 秀顕 （駒ヶ根Ｔカレッジ)
小林 実由 （赤穂高校)

◆Ｂブロック (6)

No （　所　属　） 1田畑･藤森 2石山･小日向 3遠藤･吉澤 4金田･堀内 5佐藤･中川 6吉川･下沢 勝－敗 順 位

田畑 善弘 （駒ヶ根Ｔカレッジ)
藤森 晶子 （駒ヶ根Ｔカレッジ)

石山 典義 （ルネサンス松本)
小日向 恵 （ルネサンス松本)

遠藤 豊明 （フリー)
吉澤 直美 （フリー)

金田 輝哉 （Milkyway)
堀内 美佐好 （ブレッツ)

佐藤 圭 （わくわくクラブ)
中川 沙蓉子 （わくわくクラブ)

吉川 智明 （駒ヶ根Ｔカレッジ)
下沢 春美 （駒ヶ根Ｔカレッジ)
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◆Ｃブロック (6)

No （　所　属　） 1西村･唐木 2百瀬･有賀 3宮崎･石口 4山村･山村 5宮脇･小林 6久保村･井出 勝－敗 順 位

西村 和浩 （駒ヶ根Ｔカレッジ)
唐木 綾 （駒ヶ根Ｔカレッジ)

百瀬 裕和 （コトノハ)
有賀 瀬菜 （アリスTC)

宮崎 孝夫 （共楽園)
石口 智子 （フェニックス)

山村 俊典 （駒ヶ根Ｔカレッジ)
山村 美香 （駒ヶ根Ｔカレッジ)

宮脇 信広 （うめぐみ)
小林 璃菜 （赤穂高校)

久保村 豊 （わくわくクラブ)
井出 美香 （アドバンテージ)

◆Ｄブロック (5)

No （　所　属　） 1木村･木村 2南山･岩渕 3伊藤･伊藤 4有賀･丸山 5久保村･春日 勝－敗 順 位

木村 喜宣 （飯田市役所TC)
木村 喜美子 （飯田市役所TC)

南山 貴史 （プロ☆グレス)
岩渕 多恵子 （m&m)

伊藤 貴 （高遠TC)
伊藤 まなみ （高遠TC)

有賀 辰哉 （ちのT愛好会)
丸山 薫 （OK2)

久保村 祥太 （山梨学院大)
春日 沙織 （松本短大)
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◆Ｅブロック (5)

No （　所　属　） 1大浦･小泉 2高山･松下 3北澤･猿田 4金子･小林 5新井･気賀沢 勝－敗 順 位

大浦 悠紀 （さゆりちゃん)
小泉 磯香 （ちのT愛好会)

高山 哲 （駒ヶ根Ｔカレッジ)
松下 千和子 （駒ヶ根Ｔカレッジ)

北澤 寿光 （アドバンテージ)
猿田 雅子 （アドバンテージ)

金子 雅樹 （駒ヶ根Ｔカレッジ)
小林 淳子 （駒ヶ根Ｔカレッジ)

新井 紀弘 （うめぐみ)
気賀沢 美代江 （なかよし)

◆Ｆブロック (5)

No （　所　属　） 1出口･松崎 2竹内･相馬 3高橋･根井 4観音･中島 5谷口･長坂 勝－敗 順 位

出口 宏 （共楽園)
松崎 康子 （なかよし)

竹内 涉二 （ちのT愛好会)
相馬 美沙 （コトノハ)

高橋 邦治 （駒ヶ根Ｔカレッジ)
根井 里佳子 （駒ヶ根Ｔカレッジ)

観音 信男 （駒ヶ根Ｔカレッジ)
中島 夏子 （駒ヶ根Ｔカレッジ)

谷口 博 （うめぐみ)
長坂 美枝 （なかよし)
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