
森田・佐藤 永井・畑

60,63 62,62

太田・野津 赤木・伊野

63,61 森田・佐藤 永井・畑 63,63

61,60 60,60

木場・千浜 大沼・高橋

76(4),62 63,60

森田・佐藤 永井・畑

60,61 W.O.

大貫・平元 斉藤・海東

60,61 76(4),63

大貫・平元 斉藤・海東

75,61 W.O.

坪原・坂田 高橋・柴﨑

63,62 67(4),63,10-8

加藤・内田 磯貝・村山

63,75 76(3),63

坪原・坂田 高橋・柴﨑

63,62 森田・佐藤 飯野・高橋 46,63,10-6

62,62 62,75

小原・神谷 飯野・高橋

62,64 61,60

武藤・馬場 塚原・成瀬

W.O. 小原・神谷 75,62

60,62 飯野・高橋

61,60

山﨑・谷澤 川島・川島

W.O. 63,61

川﨑・板倉 川島・川島

76(5),61 63,64

小野田・黒井 飯野・高橋

60,46,10-2 75,76(4)

土屋・神田

川﨑・板倉 60,60

竹之内・荒谷 61,63

61,64 原田・田村

川﨑・板倉 64,62 小林・海江田

63,60 16,75,10-4

原田・田村

61,62
43

① 森田・佐藤(個人・ＷＥＤ)　② 日向・角田(ＷＥＤ)　③ 鈴木・永淵(ボンバーズ・ＯＡＣ)　④ 廣瀬・鈴木(ＴＯＭＯＲＲＯＷ・ＷＥＤ)

川﨑・板倉 (アポロコースト・フリー)

41

21 小林・海江田 (うさぎ) 42

20 竹之内・荒谷 (Ｒａｌｌｙ・ＷＩＮＳ) 谷中・森山 (マリン庭球部・Ｂｏｎｄｓ　ＴＡ)

原田・田村 (船橋さくら・Ｐｕｒｅｓ)

土屋・神田 (ロイヤルＳＣ) 39

19 内田・吉岡 (さむぅ～ず・ローズヒル) 清水・堀岡

18 小野田・黒井 (習志野台・マリン庭球部)

(スピリット・小金原) 40

17 土屋・斎藤 (総武Ｇ・フリー) 阿部・狩野 (ＺＡＰ・ＳＴＯＲＭ) 38

16 佐藤・井之川 (ルナ) 永島・山本 (Ｂｏｎｄｓ　ＴＡ・ｖｉｖｉｄ) 37

塚原・成瀬 (スピリット・田喜野井Ｇ) 35

15 山﨑・谷澤 (小金原) 川島・川島

14 武藤・馬場 (ＭＵＵ・Ｌｉｅｎ)

(アルドール・フリー) 36

13 芝田・竹中 (ベルベット・えがりて) 中村・豊嶌 (オリーブ・ＴＯＡＳＴ) 34

12 小原・神谷 (ＴＯＭＯＲＲＯＷ・ＳＰＴＣ) 飯野・高橋 (フリー・ＳＰＴＣ) 33

磯貝・村山 (個人・ＴＯＤＡＹ) 31

11 坪原・坂田 (鷹之台・ステップアップ) 高橋・柴﨑

10 加藤・内田 (ＢＥＡＮＳ・マリン庭球部)

(佐倉スポーレ・バイキング) 32

(初石・フォルツァ) 斉藤・海東 (コスモ) 29

9 山崎・桜井 (ＳＴＣ・ＳＰＡＲＫ) 熊谷・山本 (チームルーク) 30

川口・米澤 (デルフィス) 26

大根田・鈴木 (ローズヒル) 27

7 大貫・平元 (Ｒ．Ｓ．・ラフィーク) 佐久間・小安

6 加藤・佐伯 (めぐみ・アルドール)

(Ｇｌｏｒｙ・チームルーク) 28

赤木・伊野 (アイズＴＳ) 24

4 清水・岩田 (鷹之台・習志野台) 大沼・高橋 (うさぎ・ノイエ) 25

永井・畑 (レディベア－・マイフレンズ) 22

2 浦尾・八角 (ＡＳＵＫＡ・志津) 斉藤・高崎 (ＢＥＡＮＳ・ゆうかり) 23

Ａ

1 森田・佐藤 (個人・ＷＥＤ)

森田・佐藤

60,62

3 太田・野津 (フリー)

5 木場・千浜 (ＷＩＮＳ)

8 志村・高橋



石井・野平 畠中・若林

61,61 61,75

石井・野平 千葉・遠藤

60,60 石井・野平 畠中・若林 61,76(3)

62,61 62,46,10-3

小塩・岩田 永島・石橋

26,61,10-2 63,64

石井・野平 畠中・若林

60,60 63,36,10-6

細貝・中山 東野・成田

75,60 60,36,10-8

小林・木目田

64,36,10-6 横尾・池田

細貝・中山 61,60 畑中・中村

W.O. 63,61

村井・松重 横尾・池田

63,61 75,64

阿部・加賀谷

60,62 石井・野平 畠中・若林

W.O. 75,46,10-8 高橋・清水

W.O.

渡邊・村中 高橋・清水

61,61 46,63,11-9

内田・正留 吉野・星野

63,61 渡邊・村中 62,63

60,76(8) 吉野・星野

64,61

有馬・東地 吉野・星野

61,76(1) 46,64,10-5

渡邊・村中 隆杉・川田

W.O. 76,62

堤・萩原 隆杉・川田

63,76(5) 63,62

隆杉・川田

加藤・澤野 N.P 26,63,11-9 池田・川村

64,61 60RET

宮下・村山 四元・鳥海

64,63 60,60

Ｂ

44 髙月・河合 (Ｐｕｒｅｓ・ＷＥＤ) 畠中・若林 (ＳＨＩＮＲＡ・ＮＳＴ) 65

45 石井・野平 (フリー) 千葉・遠藤 (船橋さくら・チームＹＳ) 66

46 三縄・志摩 (楠クラブ・翼) 川口・三橋 (Ｂ．ＷＡＶＥ・ＡＳＵＫＡ) 67

47 名和・竹内 (ときわ平・小金原) 岩泉・為我井 (ＷＩＮＳ・ｖｉｖｉｄ) 68

48 小塩・岩田 (ローズヒル・フレンズ) 永島・石橋 (ハイブリッド吉岡) 69

西田・藤ヶ森 (オルウェイズ・船橋さくら) 70

50 田口・中村 (ゆうかり・ラフィーク) 東野・成田

49 細貝・中山 (Ｌｉｅｎ・ハイサイ)

(アルパカ) 71

51 小林・木目田 (ＳＴＣ・フリー) 畑中・中村 (ＢＥＡＮＳ) 72

52 村井・松重 (チームＹＳ) 大塚・上原 (うさぎ・ふたば) 73

横尾・池田 (コアＴＣ・プレジール) 74

54 阿部・加賀谷 (Ｃ．Ｎ．Ｔ・めぐみ) 柴田・内藤

53 渡邉・渡邉 (習志野台・マリン庭球部)

(Ｒａｌｌｙ・グリーン’Ｓ) 75

石井・野平

60,61

55 渡邊・村中 (個人・ローズヒル) 平栗・平野 (フリー) 76

56 内田・正留 (ラブオール) 高橋・清水 (千葉ガーデン・コスモ) 77

吉野・星野 (翼) 78

58 有馬・東地 (Ｖ８) 大堀・中山

57 固本・吉田 (Ｔ．ＡＳＫＡ・千葉ガーデン)

(フリー) 79

59 細野・三澤 (華組・個人) 渡辺・山本 (佐倉スポーレ・ＳＴＣ) 80

60 堤・萩原 (ｖｉｖｉｄ・トラスティ) 平岡・富田 (リエゾン・トラスティ) 81

82

62 加藤・澤野 (フリー・チームＹＳ) 黒川・合田

61 櫛田・菊地 (オルウェイズ)

(ＪＵＪＵ・Ｋｅｎ’ｓ) 83

隆杉・川田 (プラスワン・フリー)

84

64 宮下・村山 (ＪＵＪＵ・フリー) 四元・鳥海 (コアＴＣ・バイキング) 85

63 合田・土田 (トラスティ) 池田・川村 (アリーナ)



廣瀬・鈴木 川合・岡元

61,60 W.O.

鈴木・菊地 川合・岡元

W.O. 廣瀬・鈴木 山下・岩田 76(5),63

60,61 61,62

津下・古野 山下・岩田

W.O. 60,62

廣瀬・鈴木 鳥塚・安喰

62,61 63,67(5),10-6

斎藤・管野 木村・石川

61,61 61,61

斎藤・管野

62,64 鳥塚・安喰

岡野・島森 60,63 山中・小倉

W.O. 61,63

岡野・島森 鳥塚・安喰

61,61 36,64,10-8

岡野・島森

62,76(5) 廣瀬・鈴木 中村・大谷

64,61 75,63 沼口・横尾

61,61

佐藤・池田 安江・笹原

62,60 64,63

山城・北田 神﨑・青柳

W.O. 佐藤・池田 60,60

62,61 神﨑・青柳

64,61

佐田・高橋 神﨑・青柳

61,60 60,60

竹村・三好 中村・大谷

63,75 61,61

斉藤・村上 大木・相原

64,63 61,62

竹村・三好 中村・大谷

松森・中島 62,61 60,76(5) 小出・中嶋

61,61 W.O.

竹村・三好 中村・大谷

64,61 61,60

Ｃ

86 廣瀬・鈴木 (ＴＯＭＯＲＲＯＷ・ＷＥＤ) 嘉山・大谷 (ＷＩＮＳ・翼) 107

87 鈴木・菊地 (ＧＥＮ．Ｔ．Ａ・小金原) 川合・岡元 (スマッシュ・マリン庭球部) 108

88 米井・山原 (ＭＭＴＣ・Ｔ．Ｈｏｎｇｏ) 牛建・佐藤 (Ｖ８・Ｒ．Ｓ．) 109

89 加倉井・佐藤 (翼・チームＹＳ) 山下・岩田 (ＫＦＴ・フリー) 110

90 津下・古野 (ＣＣＬ・フリー) 山﨑・バークスデール (ペップ・コスモ) 111

小松・中里 (Ｂｏｎｄｓ　ＴＡ・チームＹＳ) 112

92 栗原・楡井 (Ｋｅｎ’ｓ) 木村・石川

91 齋藤・加藤 (アイズＴＳ・ティアラ)

(ジャスミン・ＨＡＰＰＹ) 113

93 斎藤・管野 (トラスティ) 山中・小倉 (Ｒａｌｌｙ) 114

94 橋爪・櫛田 (オルウェイズ) 漆﨑・西本 (フォルツァ) 115

鳥塚・安喰 (フリー・ボンバーズ) 116

96 関口・伊藤 (グリーンヒル・プレジール) 沼口・横尾

95 岡野・島森 (鷹之台・チームＹＳ)

(ＧＥＮ．Ｔ．Ａ・ＳＷＩＮＧ) 117

中村・大谷

61,61

97 佐藤・池田 (ＭＵＵ・ローズヒル) 安江・笹原 (スピリット) 118

98 新井・石井 (ＷＩＮＳ・ブルーベル) 中谷・蒲生 (スマイル・レディベア－) 119

神﨑・青柳 (Ｌｉｅｎ・ＳＰＴＣ) 120

100 佐藤・白本 (Ｇｌｏｒｙ・ブルーベル) 長田・中野

99 山城・北田 (ＳＨＩＮＲＡ)

(翼) 121

101 佐田・高橋 (スパイス・ローズヒル) 深海・遠藤 (松原ＴＣ・ＺＯＮＥ) 122

102 斉藤・村上 (Ｂｏｎｄｓ　ＴＡ・マリン庭球部) 野口・石倉 (ＢＥＡＮＳ) 123

124

104 松森・中島 (あどばんていじ・ゆうかり) 小出・中嶋

103 大西・青野 (Ｇｌｏｒｙ・フリー)

(ミニーズ・ｐ．ａ．ｐ) 125

大木・相原 (鷹之台)

126

106 竹村・三好 (ＪＵＪＵ・トラスティ) 中村・大谷 (スパイス・田喜野井Ｇ) 127

105 植月・木本 (フリー) 紫谷・河野 (フリー)



本井・田辺 工藤・渡辺

64,75 62,62

井上・吉武 市瀬・飯田

62,61 一瀬・國井 工藤・渡辺 61,26,10-1

62,75 62,62

一瀬・國井 田口・小宮

61,64 64,76(7)

一瀬・國井 工藤・渡辺

64,63 W.O.

橋本・倉林 宇田川・佐藤

61,60 61,61

柴・石井

67(4),61,11-9 石原・千葉

橋本・倉林 06,75,10-5 石原・千葉

60,62 W.O.

山崎・遠藤 石原・千葉

64,46,10-4 63,62

山崎・遠藤

64,62 倉方・篠原 野口・小林

62,62 63,64 徳力・渡邉

64,06,20-18

倉方・篠原 武内・坂本

61,60 57,64,10-1

倉方・篠原 徳力・渡邉

61,63 倉方・篠原 62,62

62,60 妹尾・中台

62,57,10-8

川島・石井 高山・服部

61,61 64,61

倉方・篠原 野口・小林

60,60 63,63

新堀・杉野 門多・井田

61,64 62,60

新堀・杉野 野口・小林

和田・松田 16,76(3),10-6 63,60 赤松・長谷部

61,61 62,63

冨田・淺井 野口・小林

62,57,14-12 61,60

Ｄ

128 本井・田辺 (ＺＡＰ・アトミック) 工藤・渡辺 (ＧＥＮ．Ｔ．Ａ) 149

129 井上・吉武 (ＴＯＭＯＲＲＯＷ・ＳＰＴＣ) 柴山・岩田 (Ｋｅｎ’ｓ・コスモ) 150

130 錦・波木井 (ときわ平) 市瀬・飯田 (Ｇｌｏｒｙ・稲毛フラワー) 151

131 伊藤・笹沼 (アイビー) 田口・小宮 (ジャスミン) 152

132 一瀬・國井 (松原ＴＣ・習志野台) 米畑・狭間 (秋桜庭球会・オルウェイズ) 153

小松・佐久間 (うさぎ) 154

134 柴・石井 (フリー) 宇田川・佐藤

133 橋本・倉林 (総武Ｇ)

(パラソル・秋桜庭球会) 155

135 丸山・金子 (さくら・松原ＴＣ) 葛西・折野 (フリー) 156

136 江上・田中 (アルドール・トパーズ) 石原・千葉 (ＺＯＮＥ・Ｃｒｏｗｓ) 157

小笠原・冨貴塚 (ペップ・個人) 158

138 生嶋・度会 (稲毛フラワー) 徳力・渡邉

137 山崎・遠藤 (チャンス・Ｃｒｏｗｓ)

(トラスティ) 159

倉方・篠原

62,62

139 紙田・磯野 (チームＹＳ・袖ヶ浦) 小谷・田中 (高根台ＴＣ・スマッシュ) 160

140 宮本・小島 (フリー) 武内・坂本 (船橋さくら・ＴＯＡＳＴ) 161

荻野・髙垣 (チャンス・うさぎ) 162

142 菅谷・桶谷 (ｖｉｖｉｄ・鷹之台) 妹尾・中台

141 倉方・篠原 (ＪＵＪＵ・フリー)

(オルウェイズ) 163

143 川島・石井 (ＷＩＮＳ・ぐりーん) 高山・服部 (めぐみ・ｖｉｖｉｄ) 164

144 中山・遠藤 (グリーンヒル・鷹之台) 門多・井田 (ＧＥＮ．Ｔ．Ａ・ＭＵＵ) 165

166

146 和田・松田 (アイビー・Ｌｉｅｎ) 岩崎・鈴木

145 新堀・杉野 (チャレンジ)

(フリー・小金原) 167

河野・土田 (ルナ・Ｇｌｏｒｙ)

168

148 冨田・淺井 (スピリット・ＺＯＮＥ) 野口・小林 (Ｃｒｏｗｓ・ＳＰＴＣ) 169

147 道岡・佐々木 (北柏ＬＴＣ) 赤松・長谷部 (ハイサイ・習志野台)



杉山・紀野 吉田・尾﨑

62,61 60,61

森田・林 戸川・近澤

60,60 杉山・紀野 吉田・尾﨑 64,76(3)

60,61 62,61

伊賀・大関 安田・廣谷

60,62 W.O.

杉山・紀野 吉田・尾﨑

62,61 64,60

下名迫・箕輪 安蒜・田路

61,64 60,60

下名迫・箕輪

26,75,10-8 植草・澤田

下名迫・箕輪 60,60 長田・朝来野

60,60 W.O.

安西・高橋 植草・澤田

76(4),63 60,60

安西・高橋

W.O. 杉山・紀野 吉田・尾﨑

62,57,10-1 63,63 後藤・白川

61,64

近藤・佐久間 後藤・白川

62,60 61,61

松坂・塙 後藤・白川

75,63 近藤・佐久間 46,61,10-5

61,61 神谷・神谷

62,62

中沢・佐藤 神谷・神谷

W.O. 46,63,10-7

末次・岩田 髙﨑・高木

61,62 76(3),46,RET

山崎・森 早坂・平川

63,61 W.O.

末次・岩田 髙﨑・高木

末次・岩田 W.O. 60,61 髙﨑・高木

63,62 63,64

末次・岩田 髙﨑・高木

75,62 75,64

Ｅ

170 杉山・紀野 (ＪＵＪＵ・アイズＴＳ) 吉田・尾﨑 (ブルーエンジェル・フリー) 191

171 森田・林 (チャンス・稲毛フラワー) 川嶋・佐藤 (ｗｉｓｈ) 192

172 石毛・阿部 (ミニーズ・ｖｉｖｉｄ) 戸川・近澤 (コランダム・ＴＯＤＡＹ) 193

173 伊賀・大関 (ブルーベル) 古田・松本 (Ｂｏｎｄｓ　ＴＡ・Ｔ．Ｈｏｎｇｏ) 194

174 恩田・谷中 (ＨＡＰＰＹ) 安田・廣谷 (ＭＭＴＣ・フォルツァ) 195

安蒜・田路 (ＷＩＮＳ・トマト) 196

176 下名迫・箕輪 (Ｌｉｅｎ・あどばんていじ) 井上・松本

175 高橋・浜野 (フォルツァ・ＳＷＩＮＧ)

(テニスキューブ・コスモス’８１) 197

177 樋口・石井 (Ｇｌｏｒｙ) 渡邉・古賀 (Ｂｏｎｄｓ　ＴＡ) 198

178 安西・高橋 (パラソル) 長田・朝来野 (フリー・ｗｉｓｈ) 199

植草・澤田 (ＳＰＴＣ) 200

180 熊野・伊藤 (アルドール・Ｋｅｎ’ｓ) 笠井・鈴木

179 加藤・山川 (フリー・マリン庭球部)

(アールグレイ・松原ＴＣ) 201

杉山・紀野

62,67(3),12-10

181 近藤・佐久間 (ＷＩＮＳ・Ｃ．Ｎ．Ｔ) 後藤・白川 (翼・Ｂ．ＷＡＶＥ) 202

182 磯崎・椙山 (アルドール) 赤堀・廣岡 (ｐ．ａ．ｐ・フォルツァ) 203

永池・今川 (ステップアップ) 204

184 中沢・佐藤 (スマイルズ) 神谷・神谷

183 松坂・塙 (イレブン・ＷＩＮＳ)

(フリー・小金原) 205

185 柏倉・矢野 (習志野台・アイズＴＳ) 馬場・横江 (さむぅ～ず) 206

186 門間・望月 (パラソル・Ｖ８) 森重・西本 (プルメリア・フリー) 207

208

188 山浦・井上 (Ｇｌｏｒｙ・ＰＶ) 坂本・近藤

187 山崎・森 (Ｔ．Ｈｏｎｇｏ・習志野台)

(トラスティ) 209

早坂・平川 (めぐみ・ＨＡＰＰＹ)

210

190 笹田・仲田 (ＴＯＭＯＲＲＯＷ・Ｒ．Ｓ．) 鈴木・足立 (個人) 211

189 末次・岩田 (ミニーズ・習志野台) 髙﨑・高木 (ＨＡＰＰＹ・リエゾン)



竹内・関川 大重・村田

76(1),64 64,64

青野・原 大重・村田

63,76(5) 竹内・関川 大重・村田 60,61

63,62 63,63

岡村・渡部 奥田・田上

64,46,10-6 63,64

竹内・関川 野澤・斉藤

63,57,10-7 61,46,10-8

堺・佐々木 野澤・斉藤

60,60 62,46,14-12

堺・佐々木

60,60 野澤・斉藤

大西・山田 64,76(3) 吉田・長島

76(5),64 61,61

大西・山田 山本・山口

62,60 67(5),64,10-4

大西・山田

61,60 近藤・内海 鈴木・永淵

67(4),60,10-3 62,63 千葉・川口

W.O.

小山田・太田 芦田・椎名

76(4),62 63,76(5)

小山田・太田 千葉・川口

63,75 教学・天川 62,64

63,16,10-8 豊田・村上

61,62

教学・天川 豊田・村上

W.O. 61,75

近藤・内海 鈴木・永淵

62,60 63,63

並木・山越 中原・矢澤

75,63 75,62

近藤・内海 鈴木・永淵

増山・石山 61,60 62,63 山本・武田

W.O. W.O.

近藤・内海 鈴木・永淵

60,63 W.O.

Ｆ

212 竹内・関川 (リーベ・ＮＳＴ) 堀江・高崎 (翼・ＴＯＤＡＹ) 233

213 朝倉・吉沢 (マリン庭球部・習志野台) 山森・森 (誉田・はなみずき) 234

214 青野・原 (リーベ・フリー) 大重・村田 (小金原) 235

215 関・富永 (ＷＩＮＳ・Ｖ８) 奥田・田上 (コスモス’８１・イースタン) 236

216 岡村・渡部 (テニスキューブ・うさぎ) 末口・鎌形 (プレジール・殿山) 237

山本・蒲谷 (オルウェイズ) 238

218 堺・佐々木 (小金原・ＧＥＮ．Ｔ．Ａ) 野澤・斉藤

217 高杉・市村 (チームＹＳ)

(Ｌｉｅｎ・小金原) 239

219 田村・矢口 (フォルツァ) 上西・伊藤 (トパーズ・テニスキューブ) 240

220 福永・稲葉 (ＳＰＡＲＫ・ＷＩＮＳ) 吉田・長島 (ＳＰＡＲＫ・ポロロッカ) 241

山本・山口 (Ｋｅｎ’ｓ・Ｃ．Ｎ．Ｔ) 242

222 横山・田中 (Ｇｌｏｒｙ・個人) 千葉・川口

221 大西・山田 (ミニーズ・ｖｉｖｉｄ)

(プラスワン) 243

鈴木・永淵

46,61,10-7

223 大塚・平山 (ＴＯＡＳＴ・チームＹＳ) 芦田・椎名 (華組・アトミック) 244

224 河崎・遠藤 (ふたば・ＨＡＰＰＹ) 髙橋・渡邊 (Ｂｏｎｄｓ　ＴＡ・フォルツァ) 245

豊田・村上 (めぐみ・スパイス) 246

226 古川・土井 (Ｃｒｏｗｓ・Ｌｉｅｎ) 中村・良田

225 小山田・太田 (ＴＯＤＡＹ)

(ハイブリッド吉岡) 247

227 教学・天川 (めぐみ・さくら) 塚原・久保田 (翼・ミレニアム) 248

228 深見・石井 (モンスター・Ｂｏｎｄｓ　ＴＡ) 宇内・堀江 (北柏ＬＴＣ) 249

250

230 中川・沖田 (フリー・フォルツァ) 山本・武田

229 並木・山越 (個人・トラスティ)

(Ｔ．Ｈｏｎｇｏ・アルパカ) 251

中原・矢澤 (Ｌａｐｉｓ・リーベ)

252

232 近藤・内海 (リーベ・スパイス) 鈴木・永淵 (ボンバーズ・ＯＡＣ) 253

231 増山・石山 (さくら・うさぎ) 瀧口・宮田 (ｖｉｖｉｄ・ＧＥＮ．Ｔ．Ａ)



奥津・野口 大岡・江波戸

63,63 62,67(6),10-5

赤瀬・河内 大岡・江波戸

60,61 奥津・野口 山田・加藤 67(5),62,10-5

61,60 W.O.

本間・吉田 山田・加藤

64,76(3) W.O.

奥津・野口 柴田・河村

61,62 62,62

神谷・清水 坂本・若柳

26,64,11-9 75,63

高木・押尾

75,62 柴田・河村

中山・植草 64,64 重留・武藤

62,64 60,61

中山・植草 柴田・河村

75,62 61,62

中山・植草

67(8),63,10-6 奥津・野口 石橋・佐藤

61,64 63,61 岩間・丸田

64,62

奥村・田仲 品田・佐貝

60,63 64,06,10-7

佐久間・宮崎 土屋・土佐

36,63,10-7 奥村・田仲 57,61,10-4

60,61 高木・青木

63,62

赤司・鈴木 土屋・土佐

62,64 67(5),63,10-2

岩田・水野 石橋・佐藤

62,06,12-10 76(5),62

堂地・須田 吉田・菊池

W.O. 75,75

岩田・水野 石橋・佐藤

岩田・水野 61,60 60,62 清水・小島

60,61 W.O.

岩田・水野 石橋・佐藤

64,60 60,60

Ｇ

254 奥津・野口 (ローズヒル・佐倉スポーレ) 油屋・小林 (翼・さむぅ～ず) 275

255 大関・四谷 (ｐ．ａ．ｐ・フリー) 小御門・金子 (総武Ｇ) 276

256 赤瀬・河内 (Ｂ．ＷＡＶＥ・ＪＵＪＵ) 大岡・江波戸 (ＤＲＥＡＭ・ＨＡＰＰＹ) 277

257 加賀美・大谷 (ボンバーズ・ときわ平) 加藤・橋本 (イレブン・ＭＭＴＣ) 278

258 本間・吉田 (めぐみ・ＴＣらぴす) 山田・加藤 (ミニーズ・チャンス) 279

坂本・若柳 (フリー・リーフ) 280

260 野中・松尾 (ステップアップ・アイズＴＳ) 池田・渡部

259 神谷・清水 (ＷＩＮＳ・Ｃ．Ｎ．Ｔ)

(ＣＣＬ・青葉台レディース) 281

261 高木・押尾 (オルウェイズ・レディベア－) 重留・武藤 (めぐみ・さくら) 282

262 阿形・川口 (ｐ．ａ．ｐ・個人) 荒井・大橋 (ＭＵＵ・フリーダム) 283

柴田・河村 (ボンバーズ・フリー) 284

264 小川・広田 (ミニーズ・テニスキューブ) 岩間・丸田

263 中山・植草 (チームＹＳ・Ｒ．Ｓ．)

(ＭＥＴＳ) 285

石橋・佐藤

76(4),62

265 奥村・田仲 (アリーナ・ＳＨＩＮＲＡ) 矢野・尼﨑 (習志野台・５エッセンス) 286

266 石川・山本 (Ｔ．Ｈｏｎｇｏ・アイズＴＳ) 品田・佐貝 (アイビー) 287

榎本・宮内 (めぐみ・フリー) 288

268 赤司・鈴木 (個人・翼) 高木・青木

267 佐久間・宮崎 (ＺＡＰ・ラブオール)

(ＣＣＬ・青葉台レディース) 289

269 松原・松尾 (Ｐｅａｃｈ・高浜北) 土屋・土佐 (Ｒａｌｌｙ・Ｖ８) 290

270 鈴木・宇土谷 (個人・フリー) 島田・山本 (アルドール・ふたば) 291

292

272 丸山・戸澤 (クレッシェンド・翼) 清水・小島

271 堂地・須田 (個人)

(ＺＡＰ・鷹之台) 293

吉田・菊池 (かやはし)

294

274 今井・白﨑 (チャンス・マリン庭球部) 石橋・佐藤 (個人) 295

273 岩田・水野 (ローズヒル) 池田・細川 (プルメリア・フリー)



萱野・岡山 大平・中川

64,75 62,62

遠藤・三羽 押之見・東

62,64 萱野・岡山 大平・中川 57,76(3),10-6

75,64 75,76(2)

戸井・松下 原・沓掛

W.O. 61,60

萱野・岡山 西原・宮川

26,62,10-6 46,63,10-5

佐々木・古西 佐竹・岡

63,67(3),12-10 64,61

吉田・前田

63,63 西原・宮川

坪根・熊本 63,36,10-5 横川・五十嵐

63,63 62,64

坪根・熊本 西原・宮川

60,63 62,61

坪根・熊本

64,36,10-4 萱野・岡山 日向・角田

62,63 61,44RET 廣瀬・倉松

62,60

片山・安藤 廣瀬・倉松

61,62 63,36,10-8

長島・実広 廣瀬・倉松

W.O. 片山・安藤 64,62

W.O. 安井・永山

06,76(5),11-9

中村・山内 安井・永山

W.O. 75,62

片山・安藤 日向・角田

62,36,10-3 75,62

蓑津・稲葉 木戸秋・山口

63,62 W.O.

川村・水谷 日向・角田

小山・幡野 63,76(2) 63,60 荒井・和田

75,61 W.O.

川村・水谷 日向・角田

61,61 61,60

Ｈ

296 萱野・岡山 (イースタン) 大平・中川 (ＳＴＯＲＭ・フリー) 317

297 松村・星野 (Ｋｅｎ’ｓ) 北沢・岡部 (ＭＥＴＳ・アルパカ) 318

298 遠藤・三羽 (Ｔ．ＡＳＫＡ) 押之見・東 (ＳＴＯＲＭ) 319

299 戸井・松下 (ｖｉｖｉｄ・マリン庭球部) 原・沓掛 (さむぅ～ず・ハイサイ) 320

300 藤田・秋葉 (Ｔ．Ｈｏｎｇｏ・モンスター) 茂住・藏川 (鷹之台) 321

佐竹・岡 (コアＴＣ) 322

302 池田・小林 (ＢＥＡＮＳ) 大杉・清水

301 佐々木・古西 (デルフィス・トマト)

(個人) 323

303 吉田・前田 (ぐりーん・トパーズ) 横川・五十嵐 (チームＹＳ・総武Ｇ) 324

304 坪根・熊本 (コスモ・袖ヶ浦) 藤代・田北 (ふたば・Ｔ．ＡＳＫＡ) 325

西原・宮川 (流山グリーン・小金原) 326

306 平尾・近藤 (あどばんていじ・ときわ平) 太田・斎藤

305 佐々木・岡田 (トラスティ)

(うさぎ) 327

日向・角田

61,61

307 片山・安藤 (高根台ＴＣ・更科庭球会) 佐藤・菅原 (ウェリナ・アリーナ) 328

308 藤田・赤石 (鷹之台・ＢＥＡＮＳ) 廣瀬・倉松 (フリー・小金原) 329

安井・永山 (ＧＥＮ．Ｔ．Ａ・ＳＷＩＮＧ) 330

310 中村・山内 (さくら・ＭＥＴＳ) 斉藤・児玉

309 長島・実広 (ｖｉｖｉｄ・ふたば)

(船橋さくら) 331

311 高橋・成富 (オルウェイズ) 進士・永松 (フォルツァ) 332

312 蓑津・稲葉 (Ｌｉｅｎ・個人) 追留・石橋 (ＲＯＯＴＳ・トラスティ) 333

334

314 小山・幡野 (ＢＥＡＮＳ・チームＹＳ) 中村・天田

313 遠藤・早川 (モンスター・Ｇｌｏｒｙ)

(フォルツァ) 335

木戸秋・山口 (翼・Ｌｉｅｎ)

336

316 川村・水谷 (チームルーク・流山グリーン) 日向・角田 (ＷＥＤ) 337

315 人見・神谷 (ティラミス・モンスター) 荒井・和田 (アイビー・チャレンジ)



石井・野平 杉山・紀野

61,75
64,61

64,62

石井・野平 杉山・紀野

36,75,10(5) 76(4),61

倉方・篠原 石橋・佐藤

62,64 61,64

(スパイス・田喜野井Ｇ)

準々決勝～決勝

1 森田・佐藤 (個人・ＷＥＤ)

(ＷＥＤ)141 倉方・篠原 (ＪＵＪＵ・フリー) 日向・角田

45 石井・野平 (フリー)

127 中村・大谷

141 倉方・篠原 （JUJU・フリー）

62,61

倉方・篠原

石井・野平

石橋・佐藤 295（個人）

鈴木・永淵 (ボンバーズ・ＯＡＣ)

三位決定戦

337

杉山・紀野 (ＪＵＪＵ・アイズＴＳ) 170

253

295石橋・佐藤 (個人)
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