
Seed name 1R 2R 3R SF F

1 1 高津康裕 博報堂

田中祐子 日本郵政グループ 高津康裕/田中祐子

2 関瑛一 神宮テニスクラブ 60 , 60

岡田貴美子 高井戸ダイヤモンドテニススクール 高津康裕/田中祐子

3 大屋守弘 フリー 61 , 62

佐藤あかね フリー 相原宣宏/吉田知世

4 相原宣宏 カンザキ建設 61 , 75

吉田知世 明治神宮外苑テニスクラブ 高津康裕/田中祐子

5 鈴木一夫 高松ローンテニスクラブ W.O

有吉知佐 カジヤテニスクラブ 鈴木一夫/有吉知佐

6 荒川三秀 軽井沢会 60 , 60

荒川恵 フリー 児玉夏子/西澤應貴

7 宮崎康郎 横浜インターナショナルテニスコミュニティー 64 , 60

宮崎尚子 横浜インターナショナルテニスコミュニティー 児玉夏子/西澤應貴

8 児玉夏子 TLTC 61 , 75

西澤應貴 庭球三田会 高津康裕/田中祐子

9 4 太田洋輔 軽井沢会 62 , 64

太田理恵 軽井沢会 中島多美子/三辺雅則

10 中島多美子 スポーツゾーンジップテニスアリーナ W.O

三辺雅則 フリー 西村英樹/西村あかね

11 佐藤正和 軽井沢会 63 , 63

牧羽雅子 Van Der Meer Academy 西村英樹/西村あかね

12 西村英樹 関町ローンテニスクラブ W.O

西村あかね 関町ローンテニスクラブ 石井大貴/杉山貴子

13 細山貴朗 法友会 64 , 62

丸山真貴子 明治神宮外苑テニスクラブ 細山貴朗/丸山真貴子

14 長坂充郎 CTA 63 , 63

岡田博美 京王テニスクラブ 石井大貴/杉山貴子

15 西澤幸枝 軽井沢会 62 , 61

浅川昭久 フリー 石井大貴/杉山貴子

16 石井大貴 馬込テニスクラブ 60 , 62 WINNER

杉山貴子 JITC 倉島侑里/杉山記一

17 武笠輝久 アップルテニスクラブ 64 , 64

野村文江 アップルテニスクラブ 武笠輝久/野村文江

18 加藤健一 港区テニス連盟 63 , 36 , 1-9RET

広瀬友岐代 港区テニス連盟 楠原義宏/楠原淳子

19 小川和宏 軽井沢会 62 , 62

小川佳織 軽井沢会 楠原義宏/楠原淳子

20 楠原義宏 鎌倉ローンテニスクラブ 61 , 62

楠原淳子 鎌倉ローンテニスクラブ 倉島侑里/杉山記一

21 吉原隆浩 kho*aコーポレーション 60 , 61

冨田明子 軽井沢会 吉原隆浩/冨田明子

22 五十嵐直広 西原テニスクラブ 62 , 64

谷島薫 西原テニスクラブ 倉島侑里/杉山記一

23 小林恵子 鎌倉ローンテニスクラブ 64 , 60

鈴木衛司 鎌倉ローンテニスクラブ 倉島侑里/杉山記一

24 3 倉島侑里 橋本総業株式会社 60 , 61

杉山記一 橋本総業株式会社 倉島侑里/杉山記一

25 野波由貴子 TLTC 64 , 62

干場義政 明治安田生命 野波由貴子/干場義政

26 阿部雅重 港区テニス連盟 64 , 64

細川恵美子 港区テニス連盟 吉野信三/杉浦早春

27 会田恭子 神宮テニスクラブ 62 , RET

竹内幹人 フリー 吉野信三/杉浦早春

28 吉野信三 軽井沢会 60 , 61

杉浦早春 軽井沢会 峯村有佳子/園田智史

29 峯村有佳子 スナイパーズ 62 , 61

園田智史 Ｔ．ＡＳUＫＡ 峯村有佳子/園田智史

30 八木宏治 スポーツゾーンジップテニスアリーナ 61 , 60

八木佳子 スポーツゾーンジップテニスアリーナ 峯村有佳子/園田智史

31 具志堅翔 kho*aコーポレーション 62 , 26 , 10-5

中川順子 武蔵野ローンテニスクラブ 西東琢磨/牧田有季

32 2 西東琢磨 博報堂 62 , 62

牧田有季 フリー

2015年 軽井沢国際テニストーナメント（ダブルス）

混合ダブルス


