
ベテラン　1位　トーナメント ベテラン　２位　トーナメント ベテラン　３位　トーナメント

61  63  65  

64 63 61

62 61 61

一般　1位　トーナメント 一般　２位　トーナメント 一般　３位　トーナメント

60  65  62  

65 61 65

61 63 62

64 64 63

65  63  63  

64 63 64

61 63 65

SWING 吉田 里香 SWINGあすテニ♪ 44 L 水野 将由L 神田 圭右 フリー 中山 紗紀子

フリー 猪飼 和美 ＦＣ海西

42 L 住田 雄哉 崖っぷち 倉田 真理子 崖っぷち 43

フリー 41 K 杉本 和之K 甲斐 政美 ダンデラオン 新藤 美保子

あすテニ♪ 横尾 伊代 フリー

39 K 田中 亮英 花鳥風月 久保田 志保 花鳥風月 40

オーシャンＴＣ 38 J 和嶋 啓介J 国島 聖一 ＳＷＩＮＧ 南立 佳保里

崖っぷち 服部 祐季 崖っぷち

36 J 竹原 雄二 崖っぷち 飯波 彩香 崖っぷち 37

T-time 35 I 天羽 智之I 林 裕也 T-time 坂倉 由佳

ATCﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ 小笠原 稚子 ATCﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ

33 I 丸市 勝宣 ATCﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ 河合 美穂 ATCﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ 34

あすテニ♪ 31 H 小笠原 章H 吉田 久哲 with 原 順子

ミルキー 小林 由美 ミルキー

30 H 石塚 好嗣 ＣＩＡＯ 宮本 めぐみ ＮＯ２ 32

崖っぷち 29 G 増田 幹朗G 阿部 俊介 崖っぷち 竹村 陽子

チーモリ 大西 知枝美 チーモリ

27 G 平松 奈津夫 津島LTC 三輪 恵子 津島LTC 28

崖っぷち 24 F 末延 誠F 竹村 康志 崖っぷち 丸山 実千

あすテニ♪ 西垣戸 瞳 フリー

26 F 中村 成亨 フリー 久田 康代 フリー 25

PINTO テニスクラブ 23 E 遠藤 浩貴E 渡辺 敏之 フリー 渡辺 泰子

フォルテシモ 丹羽 裕子 フォルテシモ

21 E 飯波 裕一郎 崖っぷち 石井 麻理子 崖っぷち 22

アクトス 11 D 加藤 明D 佐原 教仁 アクトス 小山 和子

GT 今村 ひとみ GT

10 D 水谷 正則 フレンズ 伊藤 恵子 フレンズ 12

ドリーム 8 C 今村 正美C 高桑 智徳 フレームショット 小川 登美恵

フリー 佐藤 和枝 チーモリ

9 C 豊田 稔 オーシャンＴＣ 坂本 真優美 オーシャンＴＣ 7

名ク 6 B 犬飼 孝一B 佐藤 孝宏 フレンズ 加藤 みつこ

チームわいわい 土谷 真由美 チームわいわい

4 B 吉田 健二 アザー 和田 ひとみ ﾄﾞﾘｰﾑ 5

フリー 2 A 土谷 学A 間ヶ部 博章 ドレミ 鈴木 明子

X'mas ミックスダブルステニス大会 in Dome 本戦
平成24年12月16日

1 A 堀田 行敏 ＦＣ海西 堀田 玲子 ＦＣ海西 3


