
　

池野・岡野 岡野・島森

86 84

錦・波木井 岡野・島森

80

池野・岡野

82

84

谷口・鮎田

83

小山・宮原 岡野・島森

82

池野・岡野

81

86

髙木・大嶋

87

田中・大貫 髙木・大嶋

83 86

田中・大貫 篠原・山岸

86

池野・岡野

85

佐藤・岡本

85

W.O.

池野・岡野 岡野・島森

84 81

加瀬・藤本

87

立野・工藤 加瀬・藤本

82 83

立野・工藤 中谷・蒲生

83 82

田中・冨樫 加瀬・藤本

W.O. 86

熊谷・安部 瀬田・戸塚

85 W.O.

熊谷・安部 瀬田・戸塚

86 87

熊谷・安部 清水・奥村

81 83

吉田・中村

81

①池野・岡野(ＺＯＮＥ・ボンバーズ) ②市川・高橋(船橋さくら・ローズヒル) ③出口・黒木(ＫＦＴ・流山グリーン) ④岡野・島森(鷹之台・チームＹＳ)

岡野・島森 (鷹之台・チームＹＳ) 18

2 錦・波木井 (ときわ平) 奈良・鈴木

1 池野・岡野 (ＺＯＮＥ・ボンバーズ)

(Ｖ８・Ｔ．Ｍ．Ｉ) 19

3 西村・小芝 (ローズヒル・ノイエ) 谷口・鮎田 (ＭＵＵ・総武Ｇ) 20

4 小山・宮原 (成田ローン・ＮＳＴ) 櫛田・大久保 (オルウェイズ) 21

飯塚・永澤 (Ｌｉｅｎ・スマッシュ) 22

6 田中・大貫 (翼・Ｒ．Ｓ．) 髙木・大嶋

5 君波・松田 (オリーブ・Ｐｕｒｅｓ)

(個人・総武Ｇ) 23

7 宮本・森野 (うさぎ・アートヒル) 斎藤・神谷 (うさぎ・ＷＩＮＳ) 24

8 北條・牧野 (翼・アトミック) 篠原・山岸 (イレブン・ＴＯＡＳＴ) 25

高橋・野田 (鷹之台) 26

10 田上・橋本 (船橋さくら) 加瀬・藤本

9 佐藤・岡本 (鷹之台・グリーンヒル)

(テニスキューブ・誉田) 27

11 立野・工藤 (Ｔ．Ｍ．Ｉ・ＳＰＴＣ) 中谷・蒲生 (スマイル・サザンクロス) 28

12 大塚・川村 (うさぎ) 宮本・内田 (Ｃ．Ｎ．Ｔ) 29

石毛・川又 (アイビー・Ｌｉｅｎ)

松浦・関谷 (ゆうかり・イースタン) 30

14 木下・足立 (松原ＴＣ・ＳＷＩＮＧ) 瀬田・戸塚

13 田中・冨樫 (リーベ・向日葵)

17 室伏・松田 (楠クラブ・ＳＴＣ)

虹 (1)

32

16 吉田・中村 (ファーストプライズ・総武Ｇ) 清水・奥村 (鷹之台) 33

(うさぎ・ｆｆ) 31

15 熊谷・安部 (Ｖ８・鷹之台)



　

岩井・澤田 岩崎・福山

81 87

丸一・森田 岩崎・福山

82 87

丸一・森田 加倉井・益子

83 86

丸一・森田 長谷部・秋田

82 82

大沼・小林 長谷部・秋田

W.O. 81

樺島・竹田 長谷部・秋田

83 80

樺島・竹田 丸一・森田 山川・越川

87
84

85

丸一・森田 長谷部・秋田

82 86

浅野・栗原 中村・須藤

82 85

加藤・斉藤 中村・須藤

83 86

加藤・斉藤 小澤・丹

87 86

久保田・長島

83

市川・高橋

佐久間・大森

81

斉藤・鳥居

83 82

久保田・長島

81

市川・高橋

久保田・長島

84

松尾・谷口

85 84

市川・高橋

87

岩崎・福山 (鷹之台・ＭＥＴＳ) 50

35 岩井・澤田 (楠クラブ・個人) 山崎・桜井

34 池淵・土谷 (総武Ｇ・グリーン’Ｓ)

(ＳＴＣ・ＳＰＡＲＫ) 51

36 新井・川合 (ファーストプライズ) 豊嶌・吉野 (ＴＯＡＳＴ) 52

37 丸一・森田 (チームＹＳ・ウイニング) 加倉井・益子 (翼・フリーダム) 53

米田・西山 (レディベア－・まてばしい) 54

39 塚本・安井 (ボンバーズ・ＧＥＮ．Ｔ．Ａ) 長谷部・秋田

38 大沼・小林 (うさぎ・翼)

(成田ローン・ＮＳＴ) 55

40 樺島・竹田 (Ｂ．ＷＡＶＥ・高浜北) 関根・渡辺 (個人) 56

41 鈴木・八角 (チャレンジ・志津) 山川・越川 (マリン庭球・リエゾン) 57

矢野・平 (ハザード・イレブン) 58

43 青木・Kershaw (Ｖ８・ＺＡＰ) 中村・須藤

42 浅野・栗原 (うさぎ・Ｋｅｎ’ｓ)

(光風台・スイートミント) 59

44 加藤・斉藤 (鷹之台・Ｋｅｎ’ｓ) 後藤・坂本 (ＫＦＴ・グリーンヒル) 60

45 斉藤・川崎 (ハイブリッド吉岡) 小澤・丹 (ＤＲＥＡＭ・ステップアップ) 61

(プラスワン・アトミック)

玉木・和多田 (スピリット・うさぎ) 62

47 藤﨑・三枝 (ミモザ) 斉藤・鳥居

46 佐久間・大森 (Ｇｌｏｒｙ・モンスター)

市川・高橋 (船橋さくら・ローズヒル) 66

虹 (2)

64

49 出口・黒木 (ＫＦＴ・流山グリーン) 川地・尾籠 (ＭＵＵ・グリーングラス) 65

(レディベア－・松原ＴＣ) 63

48 久保田・長島 (鷹之台・ポロロッカ) 松尾・谷口



　

決勝戦

86

3位決定戦

86

丸一・森田

岡野・島森

虹(3）

(チームＹＳ・ウイニング) 37

長谷部・秋田 (成田ローン・ＮＳＴ) 55

1 池野・岡野 (ＺＯＮＥ・ボンバーズ) 丸一・森田

18 岡野・島森 (鷹之台・チームＹＳ)
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