
1 佐々木　茂 真田　善正 1 滝川  洋 河田　博英 1 村林  智広 村林　⽂絵 1 中村  はる奈 浅井　美香 1 井上  広⺒ 広田  八月
2 井上　政広 竹尾　美穂 2 久郷　ひとみ 幾永　みどり 2 岡田  直子 ⾜⽴　和繁 2 ⿊柳  基 後藤　有美 2 藤本　孝一 藤本　朱美
3 松井　克貴 松村　美帆 3 ⼩林　真奈 ⼩林　勝太郎 3 武村  明子 武本　康蔵 3 望月  博範 ⻫藤　享 3 安田　紀男 ⼩田　一政
4 岩佐　孝子 石橋　亜希 4 桃原　功一 桃原　由紀子 4 加藤  伊佐夫 杉浦　健治 4 北川　雅雄 北川　果奈 4 猪塚　貞⾏
5 礒貝　公丈 礒貝　ひろみ 5 村山　隆司 村山　理恵 5 田森  雄治 池田  真知子 5 大久保　眞知子 新川　敦子 5 生嶋　功
6 丸地　泰司 6 ⼩野目　やよい ⼩野目　咲月 6 森野  淳子 大田　一成 6 恒川　温子 恒川　淳 6 伊藤　⽴三 ⼩林　富夫
7 丸山　祥子 加藤　喜代美 7 中根　伸也 鶴田　久美子 7 栗賀  弘樹 都築　邦昌 7 川森　悟 干場　健 7 中根　正広 渡辺　洋平
8 森　まゆみ ⼩宮　ちかげ 8 糟谷　友通 糟谷　浪子 8 北川  大輔 堀　康也 8 成田　守 8 土屋　まゆみ 森田　まり子
9 林　孝幸 大家　広⽂ 9 大橋　広康 澤田 利幸 9 水野  和久 薮上　あづさ 9 ⿊野　純 飯塚　雅子 9 道端　鈴枝 中川　章子

10 杉山　律子 大野　崇代 10 ⼩寺　朋子 10 米山  巧 大久保　美紀 10 鈴木　雅博 佐藤　信子 10 ⼩出　光彦 松沢　勲
11 山中　千恵子 大垣　洋子 11 水野　直美 藤原　千恵子 11 塚本  吉男 上村　幸弘 11 伊藤　馨 伊藤　規子 11 鎌田　芳治 鎌田　美津枝
12 飯塚　清子 中川　之恵 12 水野　初雄 12 山本  勲 山本　啓子 12 薮⻲　⾼宏 ⻄　勇⼈ 12 馬場　多喜夫
13 古川　幸子 松谷　なおみ 13 伊藤　英記 13 酒井　理恵 勝田　真由美 13 富永　有⾥ 水越　志保 13 上妻　義幸 上妻　昭子
14 谷　久美夫 　 14 ⾼内　煌介 井出　雅哉 14 永田  由美 加藤　佳奈子 14 川原　奈緒美 山崎　智子 14 浦海　純夫 浦海　典子
15 鈴木　ひろみ 鈴木　秋桜 15 ⾼内　直英 ⾼内　千恵子 15 権田  朋子 桑山　勝広 15 鳥居　慶子 鳥居　百恵 15 遠山　⽂彦 遠山　美佐子
16 石川　雅敏 石川　泉 16 藤嶋　佐恵子 藤嶋　正剛 16 松本　隆一 松本　早苗 16 ⻄島　芳則 大岩　智子 16 船越　兼通 船越　香代子

　 　 　 17 粕谷　大輔 粕谷　ゆかり 17 荒木　敦生 ⼩澤　佳洋 17 早川　和夫 早川　雪枝
　 　 　 　 18 山口　誠之 山口　裕香 18 勢村　剛 山本　純愛 18 鈴木　たつえ 国岡　⿇⾥子
　  　 19 丹菊　雄司 太田　二三夫 19 鳥居　成好 鳥居　翔 19 前田　美智子 近藤　しず江
　  20 古橋　卓三 ⾼木　貴規 20 杉山　駿介 野村　拓⽮ 20 藤森　康臣 鈴木　綾子
  21 桑田  雅之 萬　克之 　 　 21 清木　信忠 福永　進

22 伊藤　秀⼈ 伊藤　和世 　 　 22 近田　泰治 石田　英雄
23 水田　育美 ⻄崎　美佐子 23 大橋　弘正
24 榊原　弘美 榊原　幸二 24 松井　泉 尾賀　康一
25 佐藤　美香 森　⻯也 25 大⾼　誠

26 田中　祐平 　

柳川瀬会場
№ 参加者１ 参加者２

2017 おいでんテニスデー　エンジョイダブルス参加者名簿

№ 参加者１ 参加者２参加者２参加者１ 参加者２ № 参加者１№ 参加者１ 参加者２ №

加茂川会場 平⼾橋会場 高岡会場 地域文化会場


