
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝

かとう じゅんいち かわさき れお いしかわ ゆうじ ふじかわ ようへい

加藤 順一 川崎 礼央 石川 裕嗣 藤川 洋平

とくら まさゆき ふじの ともき なかじま たいよう おかだ まさやす

戸倉 正行 藤野 丈貴 中島 大洋 岡田 昌泰

(フリー) (横浜ＦＢＣ･一般) (ＩＭＧＣ) (常勝軍団)

くわばら てつや きたずみ たくお たかはし としゆき たかはま さとし

桑原 徹也 北澄 拓央 高橋 敏之 高浜 悟士

ひの けんたろう もりえ こういち たかはし さとし すずき まさき

日野 健太郎 森江 孝一 高橋 聡 鈴木 正樹

(ＴＥＡＭ１０４８) (ＭＢＣ) (フリー) (ＴＥＡＭ１０４８)

よしざわ ゆうすけ ながた みのる さくま あつし かねこ ひろし

吉澤 雄介 永田 稔 佐久間 敦 金子 博

やまなか けんご わたなべ みつあき しがき くにゆき よしかわ だいち

山中 健吾 渡邉 光昭 志柿 邦之 吉川 大地

(ＩＭＧＣ) (テルサＭＩＨＯ) (ＩＭＧＣ) (かねよし)

やまがみ たく くぼた ゆう さくらい じろう なかむら みつお

山上 琢 窪田 優 櫻井 治郎 中村 光男

まえじま こうじ もり こういちろう なかぞの ひろと なかむら げんき

前島 弘二 森 宏一郎 中園 博人 中村 元気

(テルサＭＩＨＯ･テルサＭＩＨＯⅡ) (桜川ブレッズ) (ウォーターファール･一般) (ｋａｏｒｉｎ＇ｓ)

おざき しんや こんどう ひろあき つるやま しゅうへい きゅうぜん たかふみ

尾崎 真也 近藤 裕明 鶴山 宗平 給前 喬文

やすかわ ひろひさ よしかわ しんじ ひらもと まさはる なかの きみひろ

安川 浩永 吉川 進二 平本 雅晴 中野 公博

(一般) (山下･第二山下) (Ｓｌｉｄｅｒｓ) (テルサＭＩＨＯⅡ)

いちのせ としえ もりなが ももこ あきやま まなみ くらた かおり

一瀬 淑枝 盛長 桃子 秋山 麻菜美 倉田 香織

とみた けいこ ゆさ えみ いしやま ひろか こまつ あや

富田 圭子 遊佐 恵美 石山 紘香 小松 亜耶

(長津田Ａ･ユーバー) (ホワイトソックス) (ＧＲＩＥＶＯＵＳ･一般) (バグッシュ･竹山)

おがわ けいこ えま ともみ たかなし ゆみこ さとう みわこ

小川 恵子 江間 友実 高梨 由美子 佐藤 美和子

さとう しのぶ しばた ふうか あんどう まさこ さわだ ゆか

佐藤 しのぶ 柴田 風香 安藤 昌子 澤田 由香

(ＴＥＡＭ１０４８) (横浜ＦＢＣ･一般) (オールディーズ) (ｋａｏｒｉｎ＇ｓ)

さいとう かずみ よしたけ みどり たかはし たかこ たなべ のりこ

齋藤 一美 吉武 緑 高橋 たか子 田辺 紀子

かわい あいこ あらき ゆり よこやま ふみえ さの みちこ

河合 愛子 荒木 優里 横山 扶美恵 佐野 美智子

(桜川ブレッズ) (常勝軍団) (第二山下･山下) (テルサＭＩＨＯ･キープ)

さかた しほ なかの みか もり ゆきえ すずえ まい

坂田 志保 中野 美香 森 幸恵 鈴江 麻衣

かみなが さやかさ たきがみ みゆき なかだ かなえ くりた ゆりこ

神永 紗耶香 滝上 美幸 中駄 佳奈江 栗田 百合子

(Ｊａｄｅ･一般) (テルサＭＩＨＯ･ウィップ) (一般) (Ｊａｄｅ･一般)

かんの くみこ とどころ ゆうこ こまがた けいこ いいの じゅんこ

菅野 久美子 外處 裕子 駒形 慶子 飯野 淳子

やまぐち のりこ あめみや としこ なかむら ともみ たぐり りつこ

山口 則子 雨宮 敏子 中村 友文美 田栗 律子

(第二山下) (シャッフル) (ｋａｏｒｉｎ＇ｓ) (一般)

三　　　　　　位

2010.09.05　　

第１０回緑区オープンダブルス大会

男子複１部

男子複２部

男子複３部

男子複４部

男子複５部

女子複５部

女子複１部

女子複２部

女子複３部

女子複４部


