
　

佐藤・岡本 岡野・丸一

85 84

島田・星野 原・入矢

84 佐藤・岡本 岡野・丸一 86

81 81

淵上・笹野 坂口・田福

85 84

佐藤・岡本 池野・高橋

84 85

浜崎・北本 池野・高橋

W.O. 80

浜崎・北本 池野・高橋

石田・服部 82 85 田中・浜岡

83 87

伊藤・梅澤 田中・浜岡

82 82 W.O.

佐藤・岡本 石畑・宮原

86 87

宇田川・二宮 和田・宮内

84 87

宇田川・二宮 和田・宮内

82 宇田川・二宮 和田・宮内 83

84 87

後藤・坂本 西村・西田

86 87

高橋・野田 石畑・宮原

86 82

大多和・青山 石畑・宮原

84 80

高橋・野田 石畑・宮原

高橋・野田 83 83 田口・市川

83 85

高橋・野田 田口・市川

86 83
40

(船橋さくら) 39

20 那和・小林 (トラスティ・テニスキューブ) 深尾・益子 (フリーダム)

田口・市川 (流山グリーン・シークエスト) 38

19 高橋・野田 (鷹之台) 田上・橋本

18 岩井・澤田 (楠クラブ・ペップ)

17 大多和・青山 (リーフ・ふたば) 石畑・宮原 (木曜会・成田ローン) 37

16 依田・谷口 (スマッシュ・ＭＵＵ) 内田・宮本 (Ｃ．Ｎ．Ｔ) 36

野宮・北川 (フリーダム・ＳＰＴＣ) 34

15 後藤・坂本 (ＫＦＴ・グリーンヒル) 西村・西田

14 斉藤・三木 (Ｋｅｎ’ｓ・５エッセンス)

(キャンビー・コスモス’８１) 35

13 武田・仲本 (グリーンヒル・コスモス’８１) 川地・尾籠 (ＭＵＵ・アイズＴＳ) 33

12 宇田川・二宮 (ゆうかり・アールグレイ) 和田・宮内 (Ｓ．ＭＩＸ・アートヒル) 32

三井・野路 (オルウェイズ・アイズＴＳ) 30

11 鈴木・鈴木 (チャレンジ・スマッシュ) 松浦・長沼

10 伊藤・梅澤 (チームルーク・ウイニング)

(ゆうかり・船橋さくら) 31

9 石田・服部 (ハイブリッド吉岡・ＯＡＣ) 福聚・小林 (かやはし) 29

石畑・宮原

8 藤﨑・三枝 (ミモザ) 田中・浜岡 (リーベ) 28

岡・千葉 (船橋さくら・ＳＰＴＣ) 26

7 浜崎・北本 (ＭＵＵ) 池野・高橋

6 佃・立野 (翼・Ｔ．Ｍ．Ｉ)

(ＺＯＮＥ・ローズヒル) 27

5 淵上・笹野 (稲毛フラワー・イレブン) 坂口・田福 (木曜会・ソレイユ) 25

薬師寺・川村 (ハイブリッド吉岡・うさぎ) 23

4 長谷川・越川 (光風台・リエゾン) 吉田・金丸 (ファーストプライズ・田喜野井Ｇ) 24

①佐藤・岡本(鷹之台・グリーンヒル)　 ②小山・佐藤(成田ローン)　③古川・藤田(向日葵)　④岡野・丸一(ボンバーズ・チームＹＳ)

ベテラーノ１

1 佐藤・岡本 (鷹之台・グリーンヒル) 岡野・丸一 (ボンバーズ・チームＹＳ) 21

2 島田・星野 (成田ローン) 原・入矢 (ＭＵＵ・ＫＦＴ) 22

3 帆足・足立 (ＣＡ稲毛・ＳＷＩＮＧ)



　

清水・菅佐原 出口・大谷

82 86

高橋・粟津 久保・内田

82 清水・菅佐原 出口・大谷 80

84 84

塚本・甫守 布山・多田

81 86

清水・菅佐原 出口・大谷

84 82

大嶋・白石 鮎田・小野寺

82 85

上坂・清水 鮎田・小野寺

金子・南部 84 83 久保田・関谷

82 82

上坂・清水 久保田・関谷

86 83 86

清水・菅佐原 出口・大谷

86 82

大森・後藤 多島・朝日

87 84

大森・後藤 水留・高橋

85 木村・家入 鹿島・中村 85

86 84

木村・家入 鹿島・中村

85 83

松平・市川 川崎・田名部

84 85

永野・斉藤 川崎・田名部

81 85

松平・市川 川崎・田名部

松平・市川 81 87 西沢・石崎

85 80

松平・市川 西沢・石崎

83 82
80

(鷹之台) 79

60 古川・藤田 (向日葵) 小山・佐藤 (成田ローン)

松本・小畑 (マイフレンズ・レディベア－) 78

59 宮本・森野 (うさぎ・アートヒル) 西沢・石崎

58 松平・市川 (船橋さくら)

57 永野・斉藤 (個人・殿山) 川崎・田名部 (ハイブリッド吉岡・ＰＶ) 77

56 関根・渡辺 (個人) 長谷部・秋田 (成田ローン・ＮＳＴ) 76

高山・柴田 (稲毛フラワー・チャレンジ) 74

55 木村・家入 (ステップアップ・青葉台レディース) 鹿島・中村

54 西村・永澤 (ローズヒル・スマッシュ)

(総武Ｇ) 75

53 浜田・吉野 (ＴＯＡＳＴ) 中嶋・児玉 (ラブオール・総武Ｇ) 73

52 大森・後藤 (まてばしい・松原ＴＣ) 水留・高橋 (翼) 72

中村・松本 (鷹之台) 70

51 油井・小林 (翼・鷹之台) 多島・朝日

50 上坂・清水 (日の出ＴＣ・翼)

(ＯＡＣ・総武Ｇ) 71

49 金子・南部 (鷹之台) 平山・平林 (スマイル・レディベア－) 69

清水・菅佐原

48 小澤・丹 (ＤＲＥＡＭ・ステップアップ) 久保田・関谷 (鷹之台・イースタン) 68

鮎田・小野寺 (総武Ｇ) 66

47 大嶋・白石 (総武Ｇ) 飯塚・岡野谷

46 前田・下田 (ソレイユ・うさぎ)

(Ｌｉｅｎ・ラブオール) 67

45 田中・不破 (レディベア－・流山グリーン) 布山・多田 (Ｔ．ＡＳＫＡ・ＷＩＮＳ) 65

44 塚本・甫守 (ボンバーズ・ビクトリー) 松永・川又 (華組・Ｌｉｅｎ) 64

43 高橋・粟津 (ＳＴＣ・鷹之台) 久保・内田 (佐倉スポーレ・鷹之台) 63

61

42 宮川・山崎 (ＳＰＴＣ・コアＴＣ) 三橋・山田 (ＤＲＥＡＭ) 62

ベテラーノ２

41 清水・菅佐原 (鷹之台・チームＹＳ) 出口・大谷 (ＫＦＴ・フリーダム)



　

決勝戦

石畑・宮原

85

85

三位決定戦

1

37 石畑・宮原 (木曜会・成田ローン)

佐藤・岡本 (鷹之台・グリーンヒル)

佐藤・岡本

清水・菅佐原 (鷹之台・チームＹＳ) 41

出口・大谷 (ＫＦＴ・フリーダム) 61
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