平成29年10月15日
No1～No49 運動公園、 No50～No65 野口コート

白井市ミックス大会 (一般の部)
1

吉田 正敬 ・安喰 真由美

(ボンバーズ)

2

大須賀 雅則 ・上坊寺 由三子

(SUMUXILE)

1030
830

3 大沢 洋一 ・平井 美和 (一般・TNK)
4

山下 英夫 ・浜田 由美子

(ワンハート)

5 岡本 卓 ・成島 花枝

(ポパイ&オリーブ)

6 川上 浩 ・渋谷 さゆり

(西白井テニス同好会)

7 関川 俊之 ・山崎 礼子

(フリー・SUMUXILE)

8 大内 裕治・根本 佳子 (GEN.T.A)

930
830
1000
830
1000
830

9 武田 健 ・菊地 千波 (ワンハート)
10 星野 雄 ・島田 かがり (Drive Volley)
11

久保田 裕輔 ・春川 ひとみ

1000
830

(フリー・白井ロイヤルズ)

12 湯田 隆之 ・三井 邦江 (アトム)

1000
830

13 津野 武士 ・蓑津 奈美 (ワンハート)
14 中村 圭伸 ・中島 有紀 (ワンハート)

1000
900

15 岡田 薫 ・宇土谷 美貴 (SUMUXILE)
16 渕上 翔平・宮田 久美 (GEN.T.A)
17

帆足 浩一 ・冨田 加代子

(桜台くらぶ)

18 寺島 敦志 ・寺島 沙帆

(だぶるふぉると)

1000
900
830
900

19 梅原 忍・梅原 和子 (Drive Volley)
20 石井 克利 ・竹田 直美 (JOKER)
21

玉井 孝志 ・山室 紀美子

23

大高 邦明 ・湯田 奈央佳

830
900

(ワンハート)

22 宮田 隆雄 ・水澤 敦子 (SUMUXILE)

900
900

(ワンハート)

24 喜多 正隆 ・喜多 泰子 (SCみなみ)

900
900

25 小針 隆幸・門多 千代 (GEN.T.A)
26

小川 幸治 ・住田 ユカリ (ボンバーズ)

930
930

27 笠 彰洋 ・早川 さくら (SUMUXILE)
28 大塚 一孝・伊藤 久重

(西白井テニス同好会)

930
930

29 山田 聡 ・阿部 香子 (ワンハート)
30 山崎 隆攻 ・佐藤 順子 (ワンハート)

1000
930

31 鴫原 崇 ・竜 亜季 (TNK)
32 古川 和昭 ・島森 房子

(ポパイ&オリーブ)

33 岡野 祥太 ・岡野 二枝 (ボンバーズ)

930

1000
930

榎本 利尋 ・岩上 なつき (TNK・Q太郎)

34

太田 信吾・塙 康子 (桜台くらぶ)

35

大山 真史 ・吉岡 美佐子

(ワンハート) 36

今村 幸資 ・今村 美和子

(TNK)

渡辺 優一郎 ・皆川 享子

(ワンハート) 38

山口 努 ・山口 英子

(西白井テニス同好会)

39

秋保 進・秋保 百合子 (GEN.T.A)

40

涌井 亮 ・平野 尚美 (SUMUXILE)

41

37

斎藤 義行 ・青島 有里子

(ワンハート) 42

高橋 良巳・矢野 真理

(SUMUXILE・GEN.T.A)

43

渡邊 和則 ・村井 さとみ

(TNK・SUMUXILE)

44

木村 利治 ・足立 直重

(スィートスポット・だぶるふぉると)

45

石川 滉大・中西 邦子 (GEN.T.A)

46

内山 武人 ・蒲谷 洋子 (ワンハート)

47

浅古 敦 ・石塚 美絵 (SUMUXILE)

48

湯田 和郁 ・鈴木 彩香 (アトム)

49

鈴木 朝幸 ・鈴木 悦子 (ボンバーズ)

50

高橋 威文・阿部 美香 (Drive Volley)

51

佐藤 秀紀・佐藤 薫 (JOKER)

52

幡野 啓介 ・幡野 尚子 (ワンハート)

53

大谷 康継 ・菅原 みちる

(ワンハート) 54

山本 勇介 ・山口 愛 (TNK)

55

中村 節夫・大野 紀子 (GEN.T.A)

56

田村 直義 ・吉田 奈保美 (ポパイ&オリーブ)

57

岡田 祥英・岡田 やよい (ボンバーズ)

58

鈴木 邦彦 ・鈴木 美佐子

(桜台くらぶ)

59

魚住 宏 ・津和崎 亜沙美

(ワンハート) 60

高井 徹治 ・高井 淳子 (アトム)

61

内山 賢一 ・内山 千秋 (サザンクロス)

62

三澤 浩二 ・梶 敬子 (ワンハート)

63

中山 敬介 ・中山 祐子 (ワンハート)

64

寺島 豪士 ・飯野 純子 (SUMUXILE)

65

