
　申込いただきありがとうございます
大会参加枠は一般・ミドルで最大１２組とさせて頂きます

ミドルクラスは申込多数のため８/７までの申込者から抽出し決定しました

参加いただける方は参加費振り込みを9/5までにお願いします

この大会は初中級者の大会となっています

今回の大会は蜜を避けるために午前と午後に分けて対戦を予定
　午前の受付は９時４０分　早く来られても練習はできません

参加費振り込みは9/5までにお願いします
　※大会開催日の2週間前からのキャンセルはペナルティーとして当日はマスク着用で受付をお願いします
　　　受付で検温をさせていただきますので協力下さい
　メンバーの変更は当日まで受付ますのでご協力ください

※申込をされてもここにはすぐに反映されません。2.3日かかることもあります

現在 振込

1 ミドルクラス増本 秀崇 フリー 安井 直美 フリー 8/29

2 ミドルクラス田中 孝成 フリー 田中 千代 フリー 9/5

3 2022/8/1 9:22 ミドルクラス水谷 政利 KOP 江藤 優子 KOP 832 8/31

4 2022/8/4 10:22 ミドルクラス横川 昭彦 フリー 横川 憂希 フリー 752 9/1

5 2022/8/1 12:39 ミドルクラス小林 勇 サタモニ 小野 祐子 サタモニ 641 8/20

6 2022/8/2 22:34 ミドルクラス前田 和一 チーム前田 内田 なお チーム前田 605 9/5

7 2022/8/2 14:29 ミドルクラス渡邊 大祐 FC海西 渡邊 志保 CIAO 578 8/8

8 2022/8/1 9:18 ミドルクラス斎藤 和弘 フリー 渡辺 明恵 フリー 559 8/17

9 2022/8/1 8:26 ミドルクラス伊藤 彰彦 フリー 山田 夕希 フリー 523 8/26

10 2022/8/1 13:12 ミドルクラス加藤 竜明 なし 鈴木 美由紀 なし 519 8/17

11 2022/8/1 11:02 ミドルクラス山本 友則 ポイフル 小島 理恵 ポイフル 515 8/24

12 2022/8/1 0:17 ミドルクラス赤堀 明 フリー 山崎 真理子 フリー 503 9/5

待1 2022/8/1 6:46 ミドルクラス原田 亮 テニスラウンジ 小原 さなえ テニスラウンジ 479  

待2 2022/8/2 21:22 ミドルクラス加山 彰 鈴木軍 深谷 陽子 鈴木軍 457  

待3 2022/8/1 13:45 ミドルクラス山岸 学 フリー 山岸 美香 フリー 440  

待4 2022/8/1 7:11 ミドルクラス広田 雄三 フリー 林 尚美 フリー 382  

待5 2022/8/2 1:34 ミドルクラス山田 英司 フリー 山田 亜衣 フリー 358  

待6 2022/8/1 0:01 ミドルクラス田中 裕士 フリー 臼井 みゆき フリー 318  

待7 2022/8/1 6:03 ミドルクラス宮川 隆一 フリー 宮川 真理子 フリー 175  

待8 2022/8/1 22:51 ミドルクラス河合 哲哉 ポイフル 山本 正子 ポイフル 087  

待9 2022/8/3 17:26 ミドルクラス松尾 欣也 フリー 藤橋 泉香 フリー 046  

待10 2022/8/1 0:28 ミドルクラス稲垣 隆史 ハイファイブ 笹岡 陽子 ハイファイブ 031  

1 2022/8/1 0:00 一般クラス<br/>深見 友彦 ＮＲＣ 五十住 智子 ＮＲＣ 9/2

2 2022/8/1 0:00 一般クラス<br/>水谷 宣夫 サンデイズ 小笠原 綾子 サンデイズ 8/17

3 2022/8/1 0:04 一般クラス<br/>大西 伸和 NRC 大西 加理 NRC 9/5

4 2022/8/1 12:04 一般クラス<br/>大野 育也 フリー 橋本 眞侑 フリー 9/3

5 2022/8/1 12:47 一般クラス<br/>太田 明秀 サンデイズ 福島 啓子 サンデイズ 8/20

6 2022/8/1 12:51 一般クラス<br/>仲 孝文 PINTO 佐藤 友子 PINTO 8/28

7 2022/8/1 19:39 一般クラス<br/>森 宏貴 NRC 渡辺 由佳里 NRC 8/29

8 2022/8/2 18:13 一般クラス<br/>近藤 郁海 INO 佐合 美南 INO 9/2

9 2022/8/2 21:49 一般クラス<br/>鈴木 晶敬 鈴木軍 高橋 知里 鈴木軍 8/16

10 2022/8/2 22:37 一般クラス<br/>下井 寛之 フリー 小出 ともよ フリー 8/19

11 2022/8/3 12:12 一般クラス<br/>中村 俊貴 鈴木軍 森 舞 鈴木軍 8/18

12 2022/8/5 13:07 一般クラス<br/>加知 幸隆 39歳 桑原 あかね 39歳 8/13

待1 2022/8/5 21:16 一般クラス<br/>木村 浩之 アーブル 木之下 美咲 アーブル  

待2 2022/8/8 11:04 一般クラス<br/>中村 彰秀 山盛塾 加々美 博子 山盛塾  

待3 2022/8/8 11:45 一般クラス<br/>加山 彰 鈴木軍 深谷 陽子 鈴木軍

待4 2022/8/8 19:47 一般クラス<br/>木村 寛 フリー 谷 ゆかり フリー

待5

待6

一般　１３時００分集合

富浜待機組
　優先参加

ビギナーズ カップ in Dome　申込者

確認できた場合は参加をご遠慮いただきます
ここに記載されている方でも当会の主催する大会で上級者ペアと
※参加制限を行います

ミドル　９時３０分集合 2022/9/15 8:19

8/7までの申込が一般ミドル合わせて39組あり抽出方法は
⑨の「電話番号 9，8，7番目の降順」で選ばせていただきます
https://www.owari-tennis.net/image/2022tyuusyutuhou.pdf


