
久原・工藤 小山・佐藤

64 62

佐藤・島森 小山・佐藤

60 60

久原・工藤 小山・佐藤

60 63

内田・丹 鈴木・小林

61 75

多島・朝日 鈴木・小林

64 62

多島・朝日 白鳥・山下

61 62

久原・工藤 佃・八木澤

62 63

川村・薬師寺 中村・坂元

62 75

矢野・鈴木 小池・馬場

76(3) 12RET

矢野・鈴木 小池・馬場

64 62

矢野・鈴木 佃・八木澤

W.O. 63

多田・川合 佃・八木澤

62 62

安藤・安江 佃・八木澤

63 佃・八木澤 61

安藤・安江 62

62
久原・工藤 佃・八木澤

63 61
粟津・安部

60

五十嵐・木村 井上・隈﨑

64 61

塚本・谷 粟津・安部

75 63

中嶋・甫守 小林・髙橋

62 64

中嶋・甫守 小林・髙橋

64 60

中嶋・甫守 甲斐・石田

60 63

和多田・山本 西沢・石崎

63 62

岡野・平 田辺・三浦

64 W.O.

大貫・仲本 田辺・三浦

63 62

宮本・玉重 片山・内田

60 75

宮本・玉重 西沢・石崎

60 64

岡野・平 吉村・青山

64 75

青木・下間 西沢・石崎

60 61

岡野・平

64

64

優勝

(成田ローン) 31

1 久原・工藤 (シークエスト・ＳＰＴＣ) 石畑・秋田 (木曜会・ＮＳＴ) 30

2 山元・若槻 (稲毛フラワー・スピリット) 小山・佐藤

34

6 多島・朝日 (ＯＡＣ・総武Ｇ)

33

3 佐藤・島森 (鷹之台・チームＹＳ) 後藤・三澤 (ＫＦＴ・個人) 32

4 内田・丹 (Ｃ．Ｎ．Ｔ・ステップアップ) 髙木・坂本 (個人・グリーンヒル)

鈴木・小林 (鷹之台)

大多和・高木 (リーフ・レザミ)

37

7 左右田・秋田 (オリーブ・イレブン) 白鳥・山下 (稲毛フラワー・うさぎ) 36

35

5 内田・高山 (デルフィス・スピリット)

(ヒリーズ・光風台) 39

8 片岡・正木 (ＲＯＯＴＳ・アートヒル) 米田・山崎 (翼)

9 川村・薬師寺 (うさぎ・ハイブリッド吉岡) 中村・坂元 (コスモス’８１・鷹之台) 38

10 矢野・鈴木 (ハザード・チャレンジ)

41

11 武田・森野 (稲毛フラワー・アートヒル) 小池・馬場 (ウイニング・リトルｂｙリトル) 40

12 福田・堀合 (エース・ヒリーズ) 田中・長沼 (鷹之台・船橋さくら)

13 多田・川合 (ＷＩＮＳ・ファーストプライズ) 佃・八木澤 (翼・ＴＯＭＯＲＲＯＷ)

18 中村・千葉 (テニスキューブ・ＳＰＴＣ)

田中・森川 (コスモ・リーフ)

17 塚本・谷 (ボンバーズ・ビクトリー) 大倉・高橋 (光風台・ＣＡ稲毛)

4314 安藤・安江 (スピリット)

16 五十嵐・木村 (個人・稲毛フラワー) 井上・隈﨑 (殿山) 45

15 佐方・新開 (Ｐｅａｃｈ) 粟津・安部 (鷹之台・アイズＴＳ) 44

19 中嶋・甫守 (ラブオール・ビクトリー) 小林・髙橋 (アポロコースト・総武Ｇ) 48

20 長山・河野 (鷹之台) 酒井・高山 (レザミ・稲毛フラワー)

21 和多田・山本 (うさぎ・プラスワン) 甲斐・石田 (グリーンヒル・ハイブリッド吉岡)

26 宮本・玉重 (うさぎ・佐倉スポーレ)

西村・西田

53

23 山田・早坂 (ゆうかり・総武Ｇ) 田辺・三浦 (誉田・ティラミス) 52

(キャンビー・コスモス’８１) 5122 三好・村上 (鷹之台・Ａｍｉｅ)

28 青木・下間 (Ｖ８・個人)

(テニスキューブ・ふたば) 55

24 大貫・仲本 (テニスキューブ・コスモス’８１) 片山・内田 (マリン庭球部・Ｔ．Ｈｏｎｇｏ)

25 新井・遠藤 (ＲＯＯＴＳ・稲毛フラワー) 比企・清水 (Ｐｅａｃｈ・グリーン’Ｓ)

27 江澤・松本 (ヒリーズ・コスモス’８１) 浅野・池部 (うさぎ・スターズ) 56

29 岡野・平 (ボンバーズ)

29 岡野・平 ( ボ ン バ ー ズ )

藤

①久原・工藤(シークエスト・ＳＰＴＣ)　②西沢・石崎(鷹之台)　③田中・森川(コスモ・リーフ)　④五十嵐・木村(個人・稲毛フラワー)

3位決定戦

岡野・平

西沢・石崎 ( 鷹 之 台 ) 57

西沢・石崎 (鷹之台)

吉村・青山

57

54

50

吉野・浜田

49

(ＴＯＡＳＴ) 47

46

42

黒河内・長谷川


