
　参加申込いただきありがとうございます

11月23日午前０時までにビギナーズ３０ペア一般１４ペアの参加がありました

44ペアの申込があり4番目の「電話番号 5，7，9 番目の昇順」とさせていただきます

参加費は12月20日までにゆうちょ振込となります

　　　　　振込時に振込氏名の処に「1/3+氏名」と大会日を入れて下さい

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参加費を頂きます　

振込名義は「1/3　氏名」でお願いします

メンバー変更は前日まで受け付けます

ご理解とご協力をお願いします

振込日

1 2022/11/15 11:54 ミックスダブルス　ビギナーズ 加藤 竜明 チームエバグリ 鈴木 美由紀 チームエバグリ 11/30

2 2022/11/15 12:32 ミックスダブルス　ビギナーズ 仲 孝文 PINTO 佐藤 友子 PINTO 12/5

3 2022/11/15 0:08 ミックスダブルス　ビギナーズ 寺田 清孝 アールグレイ 寺田 安子 アールグレイ 12/7

4 2022/11/17 23:50 ミックスダブルス　ビギナーズ 小島 知也 ポイフル 小島 理恵 ポイフル 12/5

5 2022/11/15 0:34 ミックスダブルス　ビギナーズ 臼井 克昌 ハイファイブ 黒田 智津代 ハイファイブ 12/16

6 2022/11/15 12:13 ミックスダブルス　ビギナーズ 伊藤 彰彦 フリー 山田 夕希 フリー 11/27

7 2022/11/15 0:03 ミックスダブルス　ビギナーズ 鵜飼 潤 フリー 鵜飼 清美 フリー 11/24

8 2022/11/15 0:03 ミックスダブルス　ビギナーズ 水谷 宣夫 サンデイズ 小笠原 綾子 サンデイズ 11/25

9 2022/11/15 11:07 ミックスダブルス　ビギナーズ 西田 久一 フリー 松永 志保 フリー 12/16

10 2022/11/15 13:01 ミックスダブルス　ビギナーズ 村田 信行 オーロラ 清水 弘美 オーロラ 12/6

11 2022/11/15 9:32 ミックスダブルス　ビギナーズ 篠原 亨 TEAM .HTA 伊藤 三千代 TEAM .HTA 12/9

12 2022/11/15 12:42 ミックスダブルス　ビギナーズ 大西 伸和 NRC 大西 加理 NRC  

待1 2022/11/15 11:50 ミックスダブルス　ビギナーズ 山田 弘光 PINTO 服部 紗千代 PINTO

待2 2022/11/15 0:12 ミックスダブルス　ビギナーズ 田中 裕士 ボス倶楽部 臼井 みゆき ボス倶楽部

待3 2022/11/15 0:02 ミックスダブルス　ビギナーズ 深見 友彦 ＮＲＣ 五十住 智子 ＮＲＣ
待4 2022/11/15 0:02 ミックスダブルス　ビギナーズ 吉川 素ニ NRC 伊藤 涼子 NRC
待5 2022/11/15 17:03 ミックスダブルス　ビギナーズ 増本 秀崇 フリー 安井 直美 フリー
待6 2022/11/15 6:35 ミックスダブルス　ビギナーズ 立木 英俊 GTC 横幕 倫子 GTC
待7 2022/11/16 8:21 ミックスダブルス　ビギナーズ 山田 昇 フリー 堀田 美保 フリー
待8 2022/11/15 23:40 ミックスダブルス　ビギナーズ 赤堀 明 フリー 山崎 真理子 フリー
待9 2022/11/19 17:36 ミックスダブルス　ビギナーズ 大橋 博憲 フリー 藤橋 泉香 フリー

待10 2022/11/15 8:36 ミックスダブルス　一般 志村 義昭 ボス倶楽部 岩田 充代 ボス倶楽部
待11 2022/11/16 19:51 ミックスダブルス　ビギナーズ 山岸 悠真 フリー 山岸 美香 フリー
待12 2022/11/17 6:27 ミックスダブルス　ビギナーズ 原田 亮 ポイフル 小原 さなえ ポイフル
待13 2022/11/15 7:03 ミックスダブルス　ビギナーズ 志村 哲 フリー 志村 ひとみ フリー
待14 2022/11/15 12:44 ミックスダブルス　ビギナーズ 山本 友則 ポイフル 山本 正子 ポイフル
待15 2022/11/15 7:21 ミックスダブルス　ビギナーズ 半田 知久 フリー 半田 由紀子 フリー
待16 2022/11/15 10:05 ミックスダブルス　ビギナーズ 斎藤 和弘 フリー 渡辺 明恵 フリー
待17 11/23からの申込
待19 2022/11/23 0:54 ミックスダブルス　ビギナーズ 赤松 圭介 ふりー 赤松 瑞紀 フリー

振込日

1 Xmas待機優先 ミックスダブルス　一般 株柳 翔一 フリー 日惠野 佑子 フリー 12/17

2 2022/11/18 22:37 ミックスダブルス　一般 山田 惇貴 フリー 石井 里枝 フリー 12/3

3 2022/11/15 7:31 ミックスダブルス　一般 中野 弘文 フリー 中野 愛弓 フリー 11/25

4 2022/11/18 13:29 ミックスダブルス　一般 亀岡 誠 TGR 伴野 弥生 CIAO 11/26

5 2022/11/15 5:11 ミックスダブルス　一般 高木 文明 フリー 高木 恵理子 フリー 12/2

6 2022/11/18 22:14 ミックスダブルス　一般 加藤 勉 フリー 神田 真愛 フリー 11/23

7 2022/11/20 5:40 ミックスダブルス　一般 鈴木 七生 フリー 鈴木 みゆき フリー 12/1

8 2022/11/15 0:01 ミックスダブルス　一般 佐藤 遥平 やなぎーず 川口 綾 フリー 12/16

9 2022/11/18 0:43 ミックスダブルス　一般 小川 祐樹 TGR 船戸 由美子 TCハート 11/26

10 2022/11/15 0:03 ミックスダブルス　一般 上原 龍 ピンクパンサー 梅田 万里子 ピンクパンサー 11/28

11 2022/11/15 11:09 ミックスダブルス　一般 友廣 洋佑 フリー 中村 奈津未 フリー 12/19

12 2022/11/15 11:49 ミックスダブルス　一般 竹田 圭佑 フリー 大西 知枝美 フリー 12/23

待1 2022/11/15 0:00 ミックスダブルス　一般 安宅 博徳 NGナイター 清水 友理 NGナイター  

待2 2022/11/30 20:38 ミックスダブルス　一般 堀場 康雄 フリー 杉山 由希子 フリー  

待3

2022/12/31 19:18

新春ミックステニス大会

※申込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

受付時間　一般は９時４０分　ビギナーズは１3時00分とします


