
(個人エントリーによる)夏の団体戦参加者へのご案内 

令和元年 6 月 27 日 
【 参加者リストは、6 月 26 日(水)現在です。】 

１．日  時 ： 令和元年 7 月 13 日(土)  9 時～ 
8 時 40 分までに集合 

２．場  所 ： 庄和テニスコート  4 面 
３．参加者リスト                                                             （敬称略） 

 男   子 所属クラブ  女   子 所属クラブ 

1 林     優利 NBC 1 矢野   純子 NBC 
2 玉谷   明男 NBC 2 堀内 留利子 NBC 
3 新藤   規雄 NBC 3 笠原 やす江 NBC 
4 小谷中 敏男 NBC 4 中村  寿子 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 
5 根田  恵一 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 5 喜多  初代 fun 
6 生井  弘義 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 6 宇野  純子 fun 
7 高橋  正仁 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 7 田中  優子 ﾄｺﾛﾃﾝ 
8 染谷  和広 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 8 山口   美幸 ﾄｺﾛﾃﾝ 
9 高橋  一博 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 9 蓜島   光代 ﾄｺﾛﾃﾝ 

10 山本  雄史 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 10 田中 てるみ MAX 
11 橋本  真吾 武里 11 田村  浩美 MAX 
12 田川   秀美 ﾌﾞﾙｰ 12 柴本 真奈美 ﾚｯｽﾞ 
13 田中  信介 ﾄｺﾛﾃﾝ 13 佐藤 ゆかり ﾚｯｽﾞ 
14 吉田  秀顕 ﾄｺﾛﾃﾝ 14 倉橋  玲子 ﾚｯｽﾞ 
15 羽石   隆志 ﾄｺﾛﾃﾝ 15 佐藤  浩子 ﾚｯｽﾞ 
16 小林   雄一 ﾄｺﾛﾃﾝ 16 高木  智子 ﾚｯｽﾞ 
17 渡邉   善仁 ﾄｺﾛﾃﾝ 17 谷口  民子 ﾚｯｽﾞ 
18 佐藤   博政 ﾄｺﾛﾃﾝ 18 笹原 みさ子 ﾚｯｽﾞ 
19 小林  茂樹 ﾚｯｽﾞ 19 安部 美登利 ﾚｯｽﾞ 
20 石井  和博 ﾚｯｽﾞ 20 湯田  弘美 ﾚｯｽﾞ 
21 小林  卓也 ﾚｯｽﾞ 21 葛城 智恵子 ﾚｯｽﾞ 
22 庄村  伸正 ﾚｯｽﾞ 22 田中  優子 ﾚｯｽﾞ 
23 高鳥  信一  ﾚｯｽﾞ 23 石倉  雅子 ﾚｯｽﾞ 
24 土屋  和彦 ﾚｯｽﾞ 24 中川  美奈 ﾚｯｽﾞ 
25 鶴谷  正人 ﾚｯｽﾞ 25 後庵  恭子 ﾚｯｽﾞ 
26 丸川  洋二 ﾚｯｽﾞ 26 林    良子 ﾚｯｽﾞ 
27 白砂  昭広 ﾚｯｽﾞ 27 中村  信子 ﾚｯｽﾞ 
28 葛城  秀昭 ﾚｯｽﾞ 28 川渕 奈穂 春硬 
29 相楽   毅 ﾚｯｽﾞ 29 山下 希代子 ﾍﾟｶﾞｻｽ 
30 高津  貞夫 ﾚｯｽﾞ 30 大川   直美 ﾍﾟｶﾞｻｽ 
31 高橋  謙造 ﾚｯｽﾞ 31 加藤   栄子 ﾍﾟｶﾞｻｽ 
32 増森     平 ﾚｯｽﾞ 32 土屋  瑞江 ｻﾀﾃﾞｰ 
33 大川原  隆  ﾚｯｽﾞ 33 富永  芳枝 ｻﾀﾃﾞｰ 
34 杉本  一夫 ダボ 34 須貝   裕美 ｻﾀﾃﾞｰ 
35 熊田  靖雄 ダボ 35   
36 宍倉  正浩 春硬 36   
37 井上  智夫 春硬 37   
38 圓子  恭弘 春硬 38   
39 関根   幸夫 ﾍﾟｶﾞｻｽ 39   
40 島村     誠 ﾍﾟｶﾞｻｽ 40   
41 阿部     仁 ﾍﾟｶﾞｻｽ 41   
42 大前     進 ﾍﾟｶﾞｻｽ 42   
43 土屋  久男 ｻﾀﾃﾞｰ 43   
44 上原     浩 ｻﾀﾃﾞｰ 44   

計 44 名  計 34 名  
４．グループ分け ： 当日発表いたします。 
５．追 加 募 集  ： あと最大 2 名まで受け付けます。計 80 名になったところで締切ります。 
６．メンバー変更 ： 当日受付時まで認めますが、グループ分け等準備の都合上、前日午後 8 時

までに、大前(☎048-746-8186)まで連絡をいただけるとありがたいです。 
欠席の場合も必ず連絡ください。出来るだけ交替メンバーでお願いします。 

７．そ  の  他  ： 軽食を準備します。 
８．詳      細  ： 当日、説明いたします。 

以上 


