
　

越川・山崎 長岡・志村

81 85

小西・松田 長岡・志村

84 81

越川・山崎 北村・山本

87 W.O.

柴田・高崎 長岡・志村

87 84

岡山・谷澤 三戸部・奥出

81 83

岡山・谷澤 三戸部・奥出

80 87

瀧川・冨澤 田中・不破

85 84

瀧川・冨澤 鶴谷・和田

80 85

瀧川・冨澤 植田・井川

86 83

堀岡・小林 鶴谷・和田

83 80

瀧川・冨澤 鶴谷・和田

84 84

宮崎・波木井 鶴谷・和田

83 80

宮崎・根本 伊丹・吉田

85 83

宮崎・根本 久恒・田中

81 85

森重・櫻井 鶴谷・和田 久恒・田中

82 86 85

原田・須合

86

原田・須合 西沢・東平

84 86

小松・久本 西沢・東平

87 86

森重・櫻井 道田・金井

82 83

鈴木・四方 高橋・片山

83 81

森重・櫻井 高橋・片山

83 81

森重・櫻井 高橋・片山

82 86

森重・櫻井 高杉・市村

82 86

小田・飯塚 高橋・片山

86 83

小田・飯塚 丸山・重野

87 82

品田・石毛 丸山・重野

84 87

小田・飯塚 小野・北島

81 W.O.

吉原・大岩 丸山・重野

83 81

伊藤・渡邉 新堂・三輪

86 W.O.

伊藤・渡邉 新堂・三輪

82 86

①越川・山崎(オルウェイズ) ②矢口・田村(えがりて・スマイル) ③久恒・田中(ブルーエンジェル) ④関・久下(小金原)

柏 会 場

62

(ベルビュー) 61

31 伊藤・渡邉 (Ｖ８・ゆうかり) 矢口・田村 (えがりて・スマイル)

新堂・三輪 (アイビー) 60

30 井上・滑川 (ブルーエンジェル) 浅井・浅井

29 吉原・大岩 (ベルビュー)

28 安田・片岡 (レディベア－・ソフィア) 草彅・吉川 (オルウェイズ) 59

27 品田・石毛 (アイビー) 小野・北島 (個人・華組) 58

丸山・重野 (クレッシェンド) 56

26 加藤・横尾 (ＢＥＡＮＳ・チームＹＳ) 上田・高橋

25 小田・飯塚 (プルメリア)

(ゆうかり) 57

24 櫛田・斉藤 (オルウェイズ・ＢＥＡＮＳ) 高杉・市村 (チームＹＳ) 55

23 森重・櫻井 (プルメリア・プラスワン) 高橋・岡崎 (ＧＥＮ．Ｔ．Ａ・オルウェイズ) 54

高橋・片山 (個人) 52

22 渡辺・中山 (レディベア－・小金原) 川村・奥村

21 鈴木・四方 (個人・ライジング)

(アリーナ) 53

20 菅野・川村 (小金原) 志村・中村 (秋桜庭球会) 51

19 小松・久本 (ゆうかり) 道田・金井 (ソフィア・銀のスプーン) 50

西沢・東平 (サザンクロス・えがりて) 48

18 信川・茨木 (小金原) 中村・竹内

17 原田・須合 (オークランド)

(マイフレンズ・小金原) 49

16 関・久下 (小金原) 久恒・田中 (ブルーエンジェル) 47

15 宮崎・根本 (流山グリーン・レディベア－) 高木・木戸田 (ＺＯＮＥ・ウェリナ) 46

伊丹・吉田 (ゆうかり) 44

14 中西・宮島 (ＧＥＮ．Ｔ．Ａ) 三橋・安達

13 宮崎・波木井 (松原ＴＣ・ときわ平)

(サカエ・ノイエ) 45

12 江口・田口 (ゆうかり) 鶴谷・和田 (チャレンジ・アイビー) 43

11 堀岡・小林 (小金原・Ｐｕｒｅｓ) 小川・久保田 (小金原) 42

植田・井川 (レディベア－・小金原) 40

10 小川・沖田 (サザンクロス) 斉藤・牧野

9 村井・川地 (ミレニアム・ＭＵＵ)

(初石) 41

8 瀧川・冨澤 (ウェリナ・ブルーエンジェル) 内田・木村 (さむぅ～ず・ペパーミント) 39

7 岡山・谷澤 (ゆうかり・小金原) 田中・不破 (レディベア－・流山グリーン) 38

三戸部・奥出 (オークランド) 36

6 鈴木・沼口 (ＧＥＮ．Ｔ．Ａ) 斎藤・山口

5 柴田・高崎 (ゆうかり)

(個人) 37

4 甲斐・吉原 (北柏ＬＴＣ・銀のスプーン) 北村・山本 (小金原) 35

3 小西・松田 (初石・銀のスプーン) 宮原・天野 (ＢＥＡＮＳ・オルウェイズ) 34

長岡・志村 (レディベア－・初石) 32

2 齋藤・中野 (我孫子・サザンクロス) 松丸・塚越

1 越川・山崎 (オルウェイズ)

(銀のスプーン・ウェリナ) 33
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