
　

野澤・岡山 高橋・石毛

84 82

笠井・鈴木 福永・稲葉

84 83

帆足・菅佐原 高橋・石毛

85 85

帆足・菅佐原 西野・國定

82 82

帆足・菅佐原 西野・國定

81 87

松永・佐瀬 中山・遠藤

W.O.
帆足・菅佐原 西原・宮川

81

82 85

竹内・小薗江 和田・荒井

84 85

佐野・今村 和田・荒井

W.O. 82

竹内・小薗江 西原・宮川

85 83

佐々木・古西 新堀・田中

85 82

佐々木・古西 栗原・大谷 西原・宮川

W.O. 85 81

栗原・大谷 西原・宮川

83 83

中野・吉田 清宮・山本

83 85

永山・内田 横川・小塩

W.O. 85

中野・吉田 清宮・山本

83 84

高尾・小室 石橋・永島

84 83

高尾・小室 石橋・永島

83 87

栗原・大谷 大木・相原

有馬・坂本

85 85
井ノ口・森

83 84

有馬・坂本 横山・田中

84 83

豊田・村上 横山・田中

82 84

栗原・大谷 大木・相原

80 80

高杉・石坂 遠藤・戸田

87 81

栗原・大谷 大木・相原

81 85

①野澤・岡山(ＳＰＴＣ・イースタン) ②萱野・若林(イースタン・ＮＳＴ) ③泉沢・半澤(アポロコースト) ④高橋・石毛(佐倉スポーレ・アートヒル)

(鷹之台) 52

風 (1)

周郷・小幡 (アルドール・ペップ) 51

26 栗原・大谷 (ローズヒル・田喜野井Ｇ) 大木・相原

25 川口・柴山 (デルフィス・Ｋｅｎ’ｓ)

49

24 高杉・石坂 (チームＹＳ・総武Ｇ) 遠藤・戸田 (ＺＯＮＥ・リトルｂｙリトル) 50

(Ｔ．Ｍ．Ｉ・Ｖ８) 48

23 豊田・村上 (めぐみ・スパイス) 横山・田中 (個人)

大関・石井 (ブルーベル) 47

22 本間・五十嵐 (青葉台レディース・スイートミント) 坂本・伊藤

21 有馬・坂本 (Ｖ８)

20 舟木・北島 (ふたば・ＴＣらぴす) 井ノ口・森 (秋桜庭球会・ソフィア) 46

19 三木・尼﨑 (５エッセンス) 吉田・小島 (プルメリア) 45

石橋・永島 (ハイブリッド吉岡) 43

18 杉浦・横山 (ブルーベル・Ｇｌｏｒｙ) 鈴木・菊地

17 高尾・小室 (ふたば)

(ＧＥＮ．Ｔ．Ａ・小金原) 44

16 中山・斉藤 (ＴＯＭＯＲＲＯＷ・船橋さくら) 横川・小塩 (チームＹＳ・ローズヒル) 42

15 永山・内田 (ＳＷＩＮＧ・松原ＴＣ) 武内・坂本 (船橋さくら・ＴＯＡＳＴ) 41

西原・宮川 (流山グリーン・小金原) 39

14 中野・吉田 (ＴＯＭＯＲＲＯＷ・ブルーエンジェル) 清宮・山本

13 寺田・平岡 (田喜野井Ｇ・ＴＯＡＳＴ)

(チームＹＳ・ＳＴＣ) 40

12 佐々木・古西 (デルフィス・トマト) 新堀・田中 (チャレンジ・スマッシュ) 38

11 押尾・仁部 (レディベア－・ウイニング) 遠山・高橋 (ファーストプライズ) 37

石毛・佐伯 (ミニーズ・アルドール) 35

10 篠田・細田 (めぐみ・Ｔ．Ｈｏｎｇｏ) 和田・荒井

9 佐野・今村 (ｐ．ａ．ｐ・日の出ＴＣ)

(チャレンジ・アイビー) 36

8 竹内・小薗江 (Ｒ．Ｓ．・ベルビュー) 中村・早坂 (マリン庭球・めぐみ) 34

7 高木・藤井 (ＺＯＮＥ・チャレンジ) 中山・遠藤 (グリーンヒル・鷹之台) 33

西野・國定 (翼) 31

6 松永・佐瀬 (華組・日の出ＴＣ) 小貫・加藤

5 帆足・菅佐原 (ＣＡ稲毛・チームＹＳ)

(ルナ・ティアラ) 32

4 大谷・渡邉 (ときわ平・ボンバーズ) 朝来野・澤田 (ｗｉｓｈ・アイビー) 30

3 佐藤・村上 (プルメリア) 福永・稲葉 (ＳＰＡＲＫ・ＷＩＮＳ) 29

高橋・石毛 (佐倉スポーレ・アートヒル) 27

2 笠井・鈴木 (アールグレイ・松原ＴＣ) 大西・大原

1 野澤・岡山 (ＳＰＴＣ・イースタン)

(Ｇｌｏｒｙ・５エッセンス) 28



　

井上・安喰 長谷川・川村

82 85

千浜・菊池 江上・田中

86 81

井上・安喰 赤池・窪西

83 83

門多・井田 赤池・窪西

81 80

門多・井田 赤池・窪西

87 84

赤司・横濱 澤田・西山

81
竹内・関川 阿部・加賀谷

87

82 87

竹内・関川 阿部・加賀谷

84 86

加藤・近藤 阿部・加賀谷

87 86

竹内・関川 阿部・加賀谷

85 84

片岡・菅井 小川・岡田

81 81

林・岩倉 萱野・若林 島田・星野

82 83 82

竹内・関川 萱野・若林

82 82

木村・加藤 天川・遠藤

W.O. 80

木村・加藤 福士・沼倉

86 83

三好・山崎 天川・遠藤

82 82

佐治・佐郷谷 浦尾・木場

83 85

三好・山崎 浦尾・木場

82 82

白﨑・池田 萱野・若林

白﨑・池田

80 85
吉原・大岩

87 86

白﨑・池田 吉原・大岩

82 87

三橋・桶谷 高山・服部

86 86

白﨑・池田 萱野・若林

87 82

村山・大井 末口・新井

80 86

村山・大井 萱野・若林

83 82

(イースタン・ＮＳＴ) 104

風 (2)

市瀬・飯田 (Ｇｌｏｒｙ・稲毛フラワー) 103

78 泉沢・半澤 (アポロコースト) 萱野・若林

77 村山・大井 (プラスワン・Ｒ．Ｓ．)

101

76 本吉・大塚 (ヒリーズ・ティラミス) 末口・新井 (プレジール・ＷＩＮＳ) 102

(Ｇｌｏｒｙ) 100

75 桒原・川名 (トパーズ) 高山・服部 (めぐみ・ｖｉｖｉｄ)

塚原・笹原 (スピリット) 99

74 三橋・桶谷 (ＡＳＵＫＡ・鷹之台) 樋口・西野

73 伴・染谷 (ファーストプライズ・プラスワン)

72 白﨑・池田 (マリン庭球・ローズヒル) 吉原・大岩 (ノイエ・ベルビュー) 98

71 三好・山崎 (まてばしい・Ｔ．Ｈｏｎｇｏ) 岡山・谷澤 (ゆうかり・小金原) 97

浦尾・木場 (ＡＳＵＫＡ・ＷＩＮＳ) 95

70 佐治・佐郷谷 (フリーダム・ＰＶ) 小御門・金子

69 上西・伊藤 (トパーズ・テニスキューブ)

(総武Ｇ) 96

68 堀井・川田 (Ｔ．Ｍ．Ｉ・ＴＯＤＡＹ) 松井・林 (トパーズ・テニスキューブ) 94

67 木村・加藤 (ジャスミン・チャンス) 福士・沼倉 (ジャスミン) 93

島田・星野 (成田ローン) 91

66 湯本・富永 (Ｖ８) 天川・遠藤

65 林・岩倉 (ペップ・チームＹＳ)

(さくら・チームＹＳ) 92

64 野原・町野 (リエゾン・鷹之台) 庄司・太田 (ＶＩＰ習志野台・ブルーエンジェル) 90

63 片岡・菅井 (ウイニング・ノイエ) 小川・岡田 (ミニーズ・チームＹＳ) 89

阿部・加賀谷 (グリーンヒル・めぐみ) 87

62 加藤・近藤 (佐倉スポーレ・成田ローン) 芝田・竹中

61 風間・小林 (テニスキューブ)

(ベルベット・えがりて) 88

60 竹内・関川 (リーベ・ＮＳＴ) 伊藤・那和 (プレジール・トラスティ) 86

59 竹内・柴田 (ＦＯＲＥＳＴ) 澤田・西山 (モンスター) 85

岩泉・平川 (ＷＩＮＳ・ＨＡＰＰＹ) 83

58 赤司・横濱 (個人・アイビー) 古田・佐野

57 国府田・井上 (プレジール・モンスター)

(ＭＭＴＣ) 84

56 門多・井田 (ＧＥＮ．Ｔ．Ａ・ＭＵＵ) 赤池・窪西 (ファーストプライズ・ビクトリー) 82

55 千浜・菊池 (ＷＩＮＳ・バイキング) 深見・長塚 (モンスター) 81

長谷川・川村 (アリーナ・チームルーク) 79

54 高木・高橋 (オルウェイズ・ノイエ) 江上・田中

53 井上・安喰 (ＴＯＭＯＲＲＯＷ・ボンバーズ)

(アルドール・トパーズ) 80



　

決勝戦

82

3位決定戦

84

(イースタン・ＮＳＴ) 104

39 西原・宮川 (流山グリーン・小金原) 竹内・関川 (リーベ・ＮＳＴ) 60

26 栗原・大谷 (ローズヒル・田喜野井Ｇ) 萱野・若林

栗原・大谷

風 (3)

西原・宮川
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