
第1シード 第3シード

サブシード サブシード

サブシード サブシード

第8シード 第6シード

第5シード 第7シード

サブシード サブシード

サブシード サブシード

第4シード 第2シード

須藤 (Ｋ)・折橋（享）(Ｋ)

生田 (Ｆ)・生田(Ｆ)

大山 (Ｆ)・大山(Ｆ) 35 77 織田 (Ⅽ)・渡辺(Т )

上田 (NT)・湯沢(NT)

39 81 木津 (F)・広野(Ⅽ)

岡宮 (Ｋ)・岡本(Ｋ) 坂井 (Ｋ)・奥村(Ｋ)

甲斐谷 (Ｋ)・甲斐谷(Ｋ)

37

伊藤 (Ⅽ)・佐甲(久）(Ⅽ)

山村 (Ｆ)・高橋(Ｆ) 41 83

中川 (NA)・中川(NA)

79

80 国吉 (T)・横山(T)

40 82 山本 (Ｆ)・永峰(Ｆ)

遠藤 (Т )・下林(Ⅽ) 42 84

Ｇ

28 70 幸田 (Ｆ)・増田(Ｆ)

石川 (Ｆ)・石川(Ｆ) 29

塩谷 (Ⅽ)・蓮沼(Ⅽ)

65

Ｈ

鈴木 (NT)・清水(F) 33 75 櫛渕 (Ｆ)・菅原(Ｆ)

梅元 (Ｆ)・木部(Ｆ) 31 73

高野 (Ｆ)・高野(Ｆ)

足立 (Ⅽ)・松澤(Ⅽ)

38

藤野 (Ｆ)・山田(Ｆ)

小林 (Ⅽ)・小林(Ⅽ)

永田 (NT)・久米(NT)

斉藤 (Ⅽ)・斉藤(Ⅽ) 32 74 赤間 (NH)・谷本(NH)

高田 (NA)・清水(NA)

中島 (Ｆ)・杉田(Ｆ)

白鳥 (NH)・安藤(NH) 27 69 八木 (Ｔ)・桜山(ＮＴ)

多
摩
東
公
園

植木 (Ｋ)・折橋（里）(Ｋ)

26 68 牧野 (Ｋ)・佐光(Ｋ)

中川 (Ⅽ)・中川(Ⅽ)

Ｄ

芹澤 (Ⅽ)・芹澤(Ⅽ) 36 78

吉沢 (Ｔ)・江田(Ｔ)

神田 (Ｆ)・時田(Ｆ)

34 76

黒澤 (Ｆ)・森(Ｆ) 23

71

30 72

25 67

山添 (NT)・橋本(NT)

Ｃ

多
摩
東
公
園

今井 (NT)・今井(NT) 22 64

24 66

田守 (ＮＴ)・近藤(Ｔ)

21 63 加藤 (Ａ)・和田(Ⅽ)

61 中川 (Ｆ)・片岡(Ｆ)
優勝

20 62

60 杉山 (Ｋ)・杉山(Ｋ)

萱沼 (Ｋ)・畑中(Ｋ) 17

小林 (Ｔ)・小林(Ｔ)

車 (F)・車(Ｔ)

宮下 (NH)・池田(NH)

角川 (NT)・菅原(NT) 12 54 三上 (NH)・三上(NH)

15 57

59 阿部 (NA)・阿部(NA)

進藤 (Ⅽ)・来住(F) 16 58 村田 (Ｆ)・小林(Ｆ)

奈
良
原
公
園

Ｅ

56

佐甲(佳） (Ⅽ)・佐甲（は）(Ⅽ)

鷲見 (NT)・鷲見(NT)

F

濱崎 (Ａ)・飯島(Ⅽ)

51

13 55 林田 (Ｆ)・辻崎(Ｆ)

内田 (Ｆ)・内田(Ｆ) 10 52

森川 (Ⅽ)・袖野(Ⅽ) 11 53

竹下 (Ｆ)・竹下(Ｆ)

鈴木 (F)・鈴木(Ｋ)

佐野 (NT)・成毛(NT) 8 50 鄭 (NT)・猪鼻(F)

43 清水 (Ⅽ)・清水(Ａ)

Bye 2 44 Bye

46 高橋 (Ⅽ)・田河(Ⅽ)

山口 (NH)・田畑(NH) 5 47 黒部 (NT)・田口(NT)

19

薮田 (Ｆ)・薮田(Ｆ)

48 佐川 (Ｆ)・佐川(Ｆ)

伊澤 (Ｔ)・伊澤(Ｔ) 7 49

植野 (NA)・三浦(Ｆ)

B

佐甲（雄） (Ⅽ)・濱村(Ⅽ)

45 橋本 (Ｆ)・松山(Ｆ)

6

14

稗圃 (Ｆ)・下林(Ｆ)

椎塚 (A)・高山(A) 3

伊藤 (Ｔ)・伊藤(Ｔ)

中村 (Ｔ)・佐藤(Ｔ) 18

9

山下 (Ｆ)・日吉(Ｆ)

Ａ

一
本
杉
公
園

中山 (Ⅽ)・中山(Ⅽ) 1

関口 (Ｆ)・佐藤(Ｆ) 4

山本 (Ｋ)・春山(Ｋ)

第26回（2014年度）多摩市硬式テニス混合ダブルス大会ドロー表

予選12月7日 本戦12月14日 予選12月7日

1st 2nd 3rd 4th QF SF 1stF SF QF 4th 3rd 2nd


