
　参加申込いただきありがとうございます

　各クラス１６ペアを予定しています
３/７までにミックスビギナー３３ペア　一般１６ペア　男子W１３ペアの申し込みがありました

https://www.owari-tennis.net/image/2023_tyuusyutuhou.pdf

No2　電話番号 8，6，8 番目の昇順　でミックスビギナーを選出させていただきました
　｛待ち」のペアはキャンセルがありましたら連絡しますが参加不可でもキャンセル料は不要です
　　参加費３０００円は当日お支払いください
　大会開催日の２週間前からのキャンセルは参加費をいただきます

　現在です
1 2023/2/23 9:08 ミックスWビギナーズ 水谷 政利 KOP 江藤 優子 KOP
2 2023/2/25 14:12 ミックスWビギナーズ 藪内 和彦 ヤーボ123 牧野 美樹 TCハート
3 2023/2/23 10:10 ミックスWビギナーズ 古市 真吾 Joy'n 油科 千裕 Joy'n
4 2023/3/3 10:48 ミックスWビギナーズ 河口 司 一期一笑 小島 綾乃 一期一笑
5 2023/2/23 21:26 ミックスWビギナーズ 木村 寛 Cheers 谷 ゆかり Cheers
6 2023/3/1 0:00 ミックスWビギナーズ 吉村 昌高 フリー 脇田 寿美子 フリー
7 2023/3/2 7:53 ミックスWビギナーズ 服部 正一 テニスファクトリー 日置 千津子 テニスファクトリー

8 2023/3/1 12:55 ミックスWビギナーズ 陰平 太郎 チーム圧 陰平 裕子 チーム圧
9 2023/3/5 22:09 ミックスWビギナーズ 稲垣 隆史 ハイファイブ 笹岡 陽子 ハイファイブ

10 2023/2/26 23:25 ミックスWビギナーズ 小林 勇 サタモニ 藤橋 泉香 フリー
11 2023/3/1 7:01 ミックスWビギナーズ 西田 久一 フリー 松永 志保 フリー
12 2023/3/1 10:39 ミックスWビギナーズ 篠原 亨 TEAM .HTA 伊藤 三千代 TEAM .HTA
13 2023/2/25 17:58 ミックスWビギナーズ 加山 彰 燃焼TRIVE 森 舞 燃焼TRIVE
14 2023/3/1 7:56 ミックスWビギナーズ 森部 髙明 チ－モリ 鬼頭 純子 チ－モリ
15 2023/3/1 7:27 ミックスWビギナーズ 田中 裕士 ボス倶楽部 臼井 みゆき ボス倶楽部
16 2023/3/1 9:35 ミックスWビギナーズ 松本 真裕 でんざテニス 中森 早紀 でんざテニス

待1 2023/3/7 16:02 ミックスWビギナーズ 立木 英俊 フリー 横幕 倫子 フリー
待2 2023/3/7 20:11 ミックスWビギナーズ 加知 幸隆 燃焼 深谷 陽子 燃焼
待3 2023/3/1 12:40 ミックスWビギナーズ 加藤 康弘 チーム圧 北原 みづほ チーム圧
待4 2023/3/1 18:04 ミックスWビギナーズ 小西　 和大 なし 伊藤 さやか なし
待5 2023/3/1 8:18 ミックスWビギナーズ 水谷 宣夫 サンデイズ 小笠原 綾子 サンデイズ
待6 2023/3/1 12:49 ミックスWビギナーズ 山田 弘光 PINTO TC 服部 紗千代 PINTO TC
待7 2023/3/1 7:58 ミックスWビギナーズ 志村 善昭 ボス倶楽部 岩田 充代 ボス倶楽部
待8 2023/3/1 22:25 ミックスWビギナーズ 原田 亮 ポイフル 小原 さなえ ポイフル
待9 2023/3/1 16:15 ミックスWビギナーズ 岡本 仁美 なし 高宮 志房 なし

待10 2023/3/3 18:55 ミックスWビギナーズ 高井 大輔 ark 加藤 ゆかな ark
待11 2023/3/4 11:00 ミックスWビギナーズ 河合 哲哉 フルーツ大福 山本 正子 フルーツ大福
待12 2023/3/3 20:38 ミックスWビギナーズ 高崎 真一 フリー 久保 百合恵 フリー
待13 2023/3/1 18:09 ミックスWビギナーズ 谷原　 隆 ポイフル 岡田 由美子 ポイフル
待14 2023/3/24 18:24 ミックスWビギナーズ 中垣 慎吾 なし 中垣 真利奈 なし

1 2023/3/1 0:00 ミックスW一般 山口 よういち フリー やすはら ちひろ フリー
2 2023/3/1 0:13 ミックスW一般 小椋 等 フリー 山田 ルミ子 フリー
3 2023/3/1 2:42 ミックスW一般 富田 賢二 Ｍ１ 松井 友佳子 Ｍ１
4 2023/3/1 6:13 ミックスW一般 酒井 勝久 フリー 山本 千佳 フリー
5 2023/3/1 6:57 ミックスW一般 中野 弘文 フリー 中野 愛弓 フリー
6 2023/3/1 13:42 ミックスW一般 井上 貴雅 フリー 山崎 真理子 フリー
7 2023/3/1 19:45 ミックスW一般 大橋 幸市 津島LTC 丹羽 裕子 津島LTC
8 2023/3/1 21:01 ミックスW一般 武久 真也 フリー 西崎 友香 フリー
9 2023/3/1 21:40 ミックスW一般 亀岡 誠 TGR 伊藤 和子 フリー

10 2023/3/1 23:13 ミックスW一般 東 伸幸 ぶんぶん丸 真田 由香 ぶんぶん丸
11 2023/3/2 7:52 ミックスW一般 大田 一成 フリー 杉浦 麻衣 フリー
12 2023/3/2 21:55 ミックスW一般 山田 健二 立田村 成田 恵未 立田村
13 2023/3/5 19:47 ミックスW一般 廣瀬 唯一 もりぐり 河辺 美佐 もりぐり
14 2023/3/6 22:31 ミックスW一般 松本 和也 フリー 森野 淳子 フリー
15 2023/3/8 18:34 ミックスW一般 小西 和大 なし 伊藤 さやか なし
16 2023/3/8 20:34 ミックスW一般 佐野 いさお RBTN 吉川 けいこ RBTN

待1 2023/3/18 13:19 ミックスW一般 竹田 圭佑 フリー 船戸 由美子 フリー
待2 2023/3/25 10:11 ミックスW一般 横川 昭彦 フリー 横川 憂希 フリー
待3
待4

1 2023/3/1 0:00 男子ダブルス 日比 琢智 Miwa 花井 優斗 Miwa
2 2023/3/1 0:02 男子ダブルス 前川 智昭 フリー 稲垣 達也 フリー
3 2023/3/1 6:34 男子ダブルス 水谷 彰宏 フリーダム 中村 友祐 フリーダム
4 2023/3/1 9:22 男子ダブルス 伊藤 一弘 チーモリ 大野 亮 フリー
5 2023/3/1 10:49 男子ダブルス 石黒 益巳 なし 坪井 寛治 なし
6 2023/3/1 10:52 男子ダブルス 山口 凌護 フリー 安原 寛規 フリー
7 2023/3/1 10:56 男子ダブルス 石田 誠一郎 フリー 山本 太郎 フリー
8 2023/3/1 19:08 男子ダブルス 堀場 康雄 フリー 野田 裕 フリー
9 2023/3/1 22:54 男子ダブルス 冨田 一行 フリー 中村 恒 フリー

10 2023/3/5 20:06 男子ダブルス 岡本 雄介 フリー 中尾 聡佑 フリー
11 2023/3/5 20:34 男子ダブルス 伊藤 和繁 大安テニスクラブ 後藤 茂樹 大安テニスクラブ

12 2023/3/6 22:51 男子ダブルス 藤田 耕基 フリー 稲垣 覚 フリー

13 2023/3/7 22:44 男子ダブルス 山森 直樹 フリー 堀内 文人 フリー

14 2023/3/8 12:06 男子ダブルス 竹内 和也 with 出村 哲也 フリー

15 2023/3/8 22:59 男子ダブルス 藤原 佑起 一期一笑 岩田 勇樹 一期一笑

16 2023/3/11 8:08 男子ダブルス 豊坂 展央 フリー 牧野 貴史 フリー
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　　　　　　23’春季 富浜Cup テニス大会

2023/4/12 9:06

ここまで参加いただけます
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