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チーム数 21

番号抽選 チーム名 所属

1 21 柳町混成 富山市 松浦　良一 道林　秀明 嶋倉　義雄 和泉　智弘 光岡　博文☆ 田近　尚之 手崎　裕之 野村　篤史 池田　陽介 石黒　壱弥

2 16 堀川南 富山市 野口　一郎☆ 大倉　辰男 宗形　善則 今越　宏明 和田　雅俊 蔵　誠一 宗形　賢吾 青山　昌生 越前　衛

3 6 五福 富山市 打田 　守☆ 京井　正紀 竹林　信行 葛島　誠 水口　満 新生　達也 土田　孝晴

4 2 熊野 富山市 村瀬　克幸 石井　孝尚 石川　雅一 林　茂知 原田　成治 勝裕　彰☆ 黒田　真悟

5 8 藤ノ木 富山市 高土　美三 長田　和彦 笹井　正樹 関　毅人 村上　広美 東福　光史☆ 干場　久志

6 4 四方混成 富山市 長谷　康治☆ 犬嶋　昇 牧野　修一 串田　泰彦 山口　孝光 中山　一陽 若林　正治

7 12 豊田 富山市 近岡　晃 土肥　邦雄 扇原　光之 保田　昌茂 早借　弘純☆ 森　洋一 礒部　元一

8 19 東部 富山市 田村　哲朗 川端　宏☆ 益子　栄 日下部　宏昌 石田　和夫 伊林　浩 古川　薫

9 15 五番町 富山市 長谷川　薫 碓井　喜之 品川　正俊 柵　正博 大島　聡太☆ 朝野　裕貴

10 9 成美混成 高岡市 山崎　敬仙 小竹　実 蒲田　和幸 林　宏之 石田　一司 窪田　幸生 山崎　雄一 久保　銘久☆

11 10 横田 高岡市 団　延興 水野　俊一 新井　政幸 四十九　俊光☆ 田守　盛久 酒井　啓伍 佐野　敦紀

12 5 木津 高岡市 西村　吉生 浅野　明宏 根木　俊彦☆ 松本　泰和 瀬戸　博史 二俣　雅行 宇於崎　生悟

13 3 下関混成 高岡市 加納　義夫 中野　祐一 山尾　祐一☆ 佐野　吉博 金森　祐人 高田　将晴

14 14 立野 高岡市 小林　隆雄☆ 金子　靖隆 中居　良一 林　浩之 樋詰　博人 寺嶋　景 辻　寛太 増田　博

15 7 魚津市 魚津市 山口　剛 経澤　保 稲垣　晃史☆ 石崎　悟史 宮坂 勁伍 飯島 真斗

16 18 氷見市 氷見市 沢田　明 横越　斉 川村　勇太☆ 椿原　澄朗 谷川　涼真 中島　正志

17 17 射水市 射水市 加治　孝明 米谷　浩一 宮原　利孝 中山　陽一☆ 惣元　健一郎 前澤　瑳亮 荒谷　一樹

18 13 砺波市 砺波市 川西　敬☆ 川西　富士男 得永　俊一 三橋　樹 大岡　辰昇 染谷　寛人

19 11 小矢部市 小矢部市 作田　昭一 片岡　由紀夫 中條　光章☆ 山本　良誠 石崎　泰輔 津島　永吉

20 20 南砺市 南砺市 茂利　重和 嶋田　紀吉 梧桐　明朗 茂利　一樹☆ 上口　孝二 戸田　益生 箭原　誠 岡本　拓也

21 1 立山町 立山町 堀田　茂☆ 蔵本　光雄 奥村　真二 丸谷　雄一 吉岡　貴広 前田　優二
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1 13 堀川南A 富山市 原田　有香☆ 宗形　真由美 高堂　真澄 西田　恭子 野口　万美子 堀井　みどり

2 17 愛宕 富山市 小杉　佳子☆ 広川　由美子 笹倉　貴子 杉森　愛子 森崎　千恵美 水越　恵子 川本　こよみ

3 5 藤ノ木 富山市 村井　朋子 梅川　真由美☆ 関　知子 入井　敬子 東福　洋子 花井　容子

4 18 五福混成 富山市 多賀　律子 八ッ橋　ひろ子 中川　美樹 石田　恵子 吉本　雅子 打田　陽子☆ 高堀　千津子 高田　妙子

5 4 熊野 富山市 竹中　智子☆ 西田　真知子 中谷　美佐子 尾野　奏子 木下　亜矢子 江尻　博子

6 2 神明 富山市 水野　久代 平嶺　純子☆ 島田　由美子 村中　雅子 村田　麻衣 平嶺　結衣 横山　千佳 水島　杏里 シェーファー　智代

7 19 東部 富山市 伊坂　礼子☆ 牧野　由記子 長井　裕子 伊東　奈緒美 中土　潔美 中野　智美 大村　美喜 才田　理恵 瀬山　真由美

8 11 堀川南B 富山市 金田　まゆみ☆ 山田　美和子 福森　実千代 田邊　友紀子 藤井　三起子 中根　貴子 浦田　道子 上原　奈都子

9 8 ブラックカッパーズ 富山市 宮崎　敏子 本郷　君枝 見上　優子 桑村　桂子 畑野　有美子☆ 北村　静美 蓑輪　早智子

10 21 成美 高岡市 間島　三枝 林　純子 塩井　美佐子 荒木　薫 細　さやか 永井　美紀☆

11 1 木津混成 高岡市 中尾　登茂子 田中　豊子 中島　理絵☆ 二俣　由紀子 的場　麻貴 干場　ゆかり

12 16 横田 高岡市 佐野　晴美☆ 木森　千佳子 辻元　まゆみ 中崎　香代子 金森　富士子 田口　江利子 西田　美由起

13 14 万葉混成 高岡市 勘坂　清子☆ 橋本　まゆみ 島田　良子 森田　純子 清水　順子 鎧塚　清美 中井　弥津子

14 7 氷見Ａ 氷見市 大石　和代 星野　浩子 浮橋　摂津子 前　喜久美☆ 椿原　雪乃 高島　美鈴

15 12 氷見Ｂ 氷見市 開　喜代美 寺嶋　郁子 坪川　幸子☆ 岩上　恭子 川瀬　真紀 黒谷　美幸

16 3 立山町Ａ 立山町 船木　弘子☆ 田計　秋子 山本　えり子 木戸　洋子 大島　由美 渡辺　志津

17 20 立山町Ｂ 立山町 成瀬　智香子☆ 田村　洋子 荻生　一子 高塚　晴美 三室　静代 村中　久美子

18 9 魚津市 魚津市 水野　早苗 佐賀　忍 野崎 洋美 石崎　明☆ 泉原 香里 山田　麻衣子

19 6 射水市 射水市 川口　智子 掃部　靖子 島崎　由紀子☆ 荒谷　裕子 窪田　秋月 原田　梨央

20 15 砺波市 砺波市 西森　眞弓☆ 澤田　涼子 谷口　友美 中川　清美 大森　正美 杉原　久子 堀田　幸江

21 10 小矢部市 小矢部市 大鋸谷　容子 穴田　美佳 中條　葉子☆ 今藤　葵 高橋　恵美子 内山　仁美

第28回富山県フレッシュテニス大会 女子予選 名簿

登　録　者　名


