
　種目：　一般男子　予選　　　　　　　　　　　　　

　

（フリー）

20 小堺　圭一 古寺　貴志 （アド） （アド）

19 荒川　貴之 前川　理 (ｻﾝｼﾞｮﾘﾃｨー)

（ロイヤル）

18 遠藤　裕策 服部　光 （浅草） （浅草）

17 稲垣　直広 稲葉　貴之 （ロイヤル）

(駒形)

16 鈴木　隆夫 遠藤　孝平 （ポップコーン） （ポップコーン）

15 岩出　大助 大滝　明広 (駒形)

(柳北)

14 安東　尚徳 松井　健司 （リバーサイド） （リバーサイド）

13 渡辺　元貴 平野　眞 (柳北)

（浅草）

12 永見　　敦 清水　健一 (ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ) (ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ)

11 吉田　祐介 両角　康雄 （浅草）

（TTC）

9 則竹　俊幸 菅原　英高 (O・Y) (O・Y)

10 斉藤　光一 内田　勝 （TTC）

（中商）

8 遠藤　栄一 吉田　博秀 (駒形) (駒形)

7 中澤　祐貴 喜多　啓起 （アスコット）

(ｻﾝｼﾞｮﾘﾃｨー)

6 林　友幸 越野　悠馬 （トップスピン） （トップスピン）

5 恩田　豊 恩田 幸樹 (ｻﾝｼﾞｮﾘﾃｨー)

（フリー）

4 浅野　英敬 榊原　健 （フリー） （フリー）

3 占部　吉朗 高尾　啓士 （フリー）

（アスコット）

2 駒井　隆司 久保谷　翔太 （フリー） （フリー）

1 岡田　直樹 岡田　広樹 （アスコット）

21 吉本　俊策 稲野　亘 （アスコット） （アスコット）

22 青木　真一 陣野　勝弘 (O・Y) (O・Y)

23 岩下　弘 柴田　高志 （リバーサイド） （リバーサイド）

24 恒吉　徹 中坊　恵太 (東叡) (東叡)

25 須田　健太郎 松本　秀樹 （ドミノ） （ドミノ）

26 秋本　和孝 岩脇　正治 （フリー） （フリー）

27 鵜沢　秀行 橘高　健史 （リバーサイド） （リバーサイド）

28 石原　悠好 前田　泰弘 (O・Y) (O・Y)

29 上田　将貴 鈴木　暁士 （アスコット） （アスコット）

30 佐野　徳之 西岡　玲緒 （フリー） （フリー）

31 細谷　泰弘 福島　秀之 （トップスピン） （リバーサイド）

32 織原　慎 岡田　翔太 （フリー） （フリー）

33 北野　貴将 北野　順嗣 (ｻﾝｼﾞｮﾘﾃｨー) (ｻﾝｼﾞｮﾘﾃｨー)

34 立花　宗典 清水　剛 （柳北） （キティ）

35 赤坂　俊一 猪木　慶博 （フリー） （フリー）

36 田中　好雄 田中　世和 （言問） （言問）

37 田中　昇 古屋　武久 （アスコット） （アスコット）

38 西條　智博 中江　太 （ｵｰﾙｳｪｻﾞｰ） （ｵｰﾙｳｪｻﾞｰ）

Ａブロック

Gブロック

Hブロック

Bブロック

Cブロック

Dブロック

Eブロック

Fブロック



　種目：　一般女子　予選　　　　　　　　　　　　　

(ﾎﾟｯﾌﾟｺ-ﾝ) (ﾎﾟｯﾌﾟｺ-ﾝ)

金子　藍子 近藤　理恵

5 須田　英子

7

（フリー）

峯村　浩美 （ドミノ）

田澤　芳江 轟　千明

酒向　志津子 本間　直子

2

8 蔵野　恭子 杉森　永子

佐藤　洋子 大原　直美

福田　奈保美 稲垣　佐知子

大竹　由美

宮沢　雅子 （トップスピン） (ﾎﾟｯﾌﾟｺ-ﾝ)

（フリー）

井上　麻未

（フリー）（ｵｰﾙｳｪｻﾞｰ）

15

14

渡辺　真奈美 池田　千穂

(ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ) (ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ)

（アスコット） （アスコット）

12 西山　悦子

10

（フリー）

13 武田　好子 清水　智子 (ｷﾃｨｰ) (ｷﾃｨｰ)

（フリー）

3 若林　美里 丸山　亜沙子 （リバーサイド） （リバーサイド）

6

小船　雪乃 （ドミノ）

小島　美子 （フリー）

（フリー）安田　貴子 高山　佳子 （フリー）

11

（フリー）

（フリー） （フリー）

9 足利　直美

（ドミノ）

（言問）

1 (ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ)石井　美和子 大森　瑞枝

4

（中商）

（トップスピン） （トップスピン）

Aブロック

Bブロック

Cブロック

Dブロック

17 前田　みどり 中澤　純子 （浅草） (ﾎﾟｯﾌﾟｺ-ﾝ) Eブロック

16 川村　夕起子

18 近藤　広美 小野　千恵 (東叡) (東叡)

19 中村　千恵子 加藤　秀子 (柳北) (柳北)

20 松本　由喜江 照井　照子 （フリー） （フリー）

21 田中　千秋 佐伯　陽子 （フリー） （フリー）

藤野　揚子 松田　美佳子 （TTC） （TTC）

23 布施　真紀 新家　智美 （フリー） （フリー）

24 金端　伸江 北村　知子 (ﾎﾟｯﾌﾟｺ-ﾝ) (ﾎﾟｯﾌﾟｺ-ﾝ)

25 菊地　奈美江 藤沢　典子 （中商） （中商）

26 BYE

27 五反田　麻里 兼坂　美馨 （フリー） （フリー）

28 坂口　弘子 中島　礼子 （フリー） （フリー）

29 神野　志津子 門脇　治絵子 (ｷﾃｨｰ) (ｷﾃｨｰ)

鈴木　康子 (ｷﾃｨｰ) （フリー）

31 岩出　宏美 大室　しおり (駒形) (駒形)

22

Fブロック

Gブロック

Hブロック

30 小池　正美



　種目：　ベテラン男子45歳　　　　　　　　　　　　　

　種目：　ベテラン男子55歳　　　　　　　　　　　

（ロイヤル）

（TTC）

2 福島　秀之 （リバーサイド） （リバーサイド）成瀬　雅之

(O・Y)

1 野崎　和夫

18

BYE11

(柳北)

5

（TTC）

3 石原　悠好 (O・Y)前田　泰弘

新屋　一彦

6 中屋　康浩 落合淳一 （TTC）

4 田尻　賢 丸井　則和 (柳北)

木村　文明 並木　政彦

8 多田　正利 早川　尚登 （リバーサイド）

（ロイヤル）

（アットホーム）

7 吉岡　達雄 河合　義徳 （雷門） （雷門）

10 山崎　潔 津井留　和成 （アットホーム）

（リバーサイド）

9 下牧　誠司 早川　康介 （浅草） (ｷﾃｨｰ)

13 南　雅信 原戸　宏紀 （雷門）

（アットホーム）

12 鵜沢　秀行 橘高　健史 （リバーサイド） （リバーサイド）

15 藤戸　勉 岡　和之 (ﾎﾟｯﾌﾟｺ-ﾝ)

（雷門）

14 土井　明朗 種山　正悦 （アスコット） （アスコット）

17 斉藤　芳則 早川　哲二 (ﾚｵ)

(ﾎﾟｯﾌﾟｺ-ﾝ)

16 岩田　昌俊 杉原　充 （かなすぎ） （かなすぎ）

安藤　政司 赤坂　俊一 （フリー） （フリー）

(ﾚｵ)

19 松堂　浩士 秋場　愛彦 (柳北) （オールウェザー）

1 川島　俊通 細谷　泰弘 （トップスピン） （トップスピン）

2 高野　祐志 竹垣　洋一 （ドミノ） （ドミノ）

3 松村　弘之 中川　一郎 （TTC） （区役所）

4 小林　三千男 市川　淳 (ｷﾃｨｰ) (ｷﾃｨｰ)

5 佐藤　正偉 中井　豊 (ﾚｵ) (ﾚｵ)

6 田中　昇 桜井　洋治 （アスコット） （アスコット）

7 野口　元 磐長谷　知孝 (柳北) (東叡)

8 BYE

9 平山　一雄 古川　智男 （ドミノ） （ドミノ）

10 沓掛　隆志 根岸　富男 （フリー） （フリー）

11 中村　達比古 坂本　泰雄 (ﾚｵ) (ﾚｵ)

12 藤田　修 高木　進 （雷門） （雷門）



　種目：　ベテラン女子40歳　　　　　　　　　

　種目：　ベテラン女子50歳　　　　　　　　　

2

3

16

(ｵｰﾙｳｪｻﾞｰ)

14 小倉　左起子 木村　結城 （アットホーム） （フリー）

17 鈴木　トモ子 蔵野　恭子 (ｵｰﾙｳｪｻﾞｰ)

(ｷﾃｨｰ)

1 玉村　和恵 山崎　晋子 (ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ) (ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ)

15

（フリー）

5 坂本　知子 田中　啓子 (ﾚｵ) (ﾚｵ)

4 (ｻﾝｼﾞｮﾘﾃｨー)丸山　理恵 百瀬　揚子

（アスコット）

長谷川　恵美 浜野　仁美 (ｷﾃｨｰ)

中屋　真由美 馬上　須美子 （TTC）

野村　佳代子 （中商）

6 足利　直美 峯村　浩美 （ドミノ）

9 青木　淳子 大渕　由美子 （TTC）

7 矢島　知子

13 （TTC）

8 小池　正美 鈴木　康子 (ｷﾃｨｰ)

10 恩田　幸江

（中商）

新藤　和美 山下　光世 フリー

(ｻﾝｼﾞｮﾘﾃｨー)

（アスコット）

（TTC）

大淵　妃佐子

（言問）

寺崎　綾子 石井　真優美

12 村田　敦子 林　美穂子 (ｻﾝｼﾞｮﾘﾃｨー)

（中商）

京谷　恵 (ｻﾝｼﾞｮﾘﾃｨー)

11 大森　瑞枝

（雷門） （雷門）

フリー

丸山　伸江 岩崎　由紀子 (O・Y) （フリー）

(ｻﾝｼﾞｮﾘﾃｨー)

（中商）

（フリー）

(ｷﾃｨｰ) (ｷﾃｨｰ)

1 若月　和美 滝沢　麻紀 （ドミノ） （ドミノ）

2 原　恵理子 佐藤　葉子

（フリー） （フリー）

3 清水　信子 和泉　かほる （リバーサイド） （リバーサイド）

4 砂庭　寿子 野口　恵子

5 BYE

6 永島　京美 外山　秀子

（TTC） （TTC）

7 吉川　恵子 鈴木　美奈子 （アスコット） （アスコット）

8 BYE

12 神野　志津子 門脇　治絵子 (ｷﾃｨｰ) (ｷﾃｨｰ)

9 大木　ゆきえ 斉藤　貴子 (柳北) （フリー）

11 松本　由喜江 箭波　恵美子 （フリー） （フリー）

10 田島　晴美 加藤　幸子



　種目：　ベテラン男子65歳　　　　　　　　　　　

　種目：　ベテラン女子60歳　　　　　　　　　　　

2

茂木　彰一

ＢＹＥ

（ドミノ）

1 岡本　万里子 工藤　鳴海 （フリー） （フリー）

12 堤　俊雄 三田　日成

（リバーサイド）

11 川島　悠 ポールレイフ （フリー） （フリー）

10 荒井　久夫 岩下　弘

大山　英夫

（リバーサイド）

9 坂田　秀実 (ｷﾃｨｰ)

奥山　貴市

（ドミノ）

河村　護

（フリー）

(ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ)

8 BYE

7

菅原　秀幸

(ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ)

（言問）

2 森田　稔 山本　修 （フリー） （フリー）

1 飯島　　捷語

丸山　勇

（言問）

（フリー）

4 渡辺　修 猪木慶博 フリー フリー

3 荒川　和雄

（フリー）

（アスコット）

（フリー）

6 富田　常治 田中　好雄 （言問） （言問）

5 斉藤　一男

3 斉藤　美子 南雲　綾子 （フリー） （フリー）

4 茂垣　三枝子 横田　芳子 （アスコット） （フリー）

5 中野　列子 榎本　富美子(ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ) (ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ)

6 ＢＹＥ

7 ＢＹＥ

8 前田　みどり 中澤　純子 （浅草） (ﾎﾟｯﾌﾟｺ-ﾝ)



　種目：　高校男子　　　　　　　　　

　種目：　高校女子　　　　　　　　　

15

20

BYE

22

21

丸山　幸平 横瀬　隼斗 （岩倉高校） （岩倉高校）

23

24

18

19

17

16

14 塚田　航平 船橋　巧海 （岩倉高校） （岩倉高校）

13 加藤　圭哉 関口　泉生 （上野高校）

12

（上野高校）

11

10

9

8

角田　勇人 小川　慶季 （上野高校） （上野高校）

7

6 阿部　俊也

（都立荒川工業）

5 菊池　翔大 植田　竜弘 （上野高校） （上野高校）

4 山本　健亮 永長　季那 （東海大高輪）

2 安積　尚諒 岡本　圭人 （攻玉社中） （淑徳巣鴨中）

3 菅野　雄大 渡辺　裕太 （上野高校） （上野高校）

26

1 佐藤　諒一 土屋　広記 （上野高校） （上野高校）

大木　豪 （岩倉高校） （岩倉高校）

田村　岳士

27 日名　凌成 羽田　修平 （岩倉高校） （岩倉高校）

25 新倉　秀明 石井　悠太 （上野高校） （上野高校）

横山　海都 （岩倉高校） （岩倉高校）

井上　準也 香曽我部　雄太 （岩倉高校） （岩倉高校）

川口　達貴 白石　龍治 （岩倉高校） （岩倉高校）

植原　颯太 伊藤　諒 （上野高校） （上野高校）

渡辺　峻 加藤　幹大 （上野高校） （上野高校）

諏訪　慎太朗 三輪　俊介 （上野高校） （上野高校）

高橋　恵太朗 中村　陽太 （上野高校） （上野高校）

金子　泰平 石田　慎太 （岩倉高校） （岩倉高校）

青柳　翼空 加藤　倫明 （岩倉高校） （岩倉高校）

大久保　歩砂 鈴木　遼太 （岩倉高校） （岩倉高校）

2 BYE

中林　和哉 菊地原　守 （岩倉高校） （岩倉高校）

高木　佑輔 渡辺　真二 （上野高校） （上野高校）

轟　千明 小山　由衣 (ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ) （フリー）

石田　龍太 松崎　直也 （岩倉高校） （岩倉高校）

4 櫻井　真帆 岩渕　由夏 上野高校 上野高校

東郷　諒介 青木　赳洋 （上野高校） （上野高校）

1

6 泉　亜梨沙 鳴海　有香 上野高校 上野高校

3 青木　優花 小野　紗希 上野高校 上野高校

8 保谷　結衣 塩谷　香琳 上野高校 上野高校

5 古田島　仁美 村野　和香奈 上野高校 上野高校

9 川島　千花 土肥　天音 上野高校 上野高校

7 岡久　夕祈 林　明香 上野高校 上野高校



　種目：　一般男子　本戦　　　　　　　　　　　　　

　種目：　一般女子　本戦　　　　　　　　　　　　　

15

16 佐藤　光子 石橋　知佐子 (ﾛｲﾔﾙ) (ﾛｲﾔﾙ)

13 小貫　君代 木元　登茂子 (浅草) (ﾄﾞﾐﾉ)

14

11

12 山崎　由加里 秋山　充代 (ｱｯﾄﾎｰﾑ) (ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ)

9 鈴木　優子 堤　恵子 （ポップコーン）（ポップコーン）

10

7

8 田村　知子 瀧川　友美 (浅草) (ｱｯﾄﾎｰﾑ)

5 坂上　扶貴子 松永　公子 （柳北） （柳北）

6

3

4 大木　和美 本田　祐子 (浅草) (浅草)

1 山崎　真起子 峯村　有佳子　(ｱｯﾄﾎｰﾑ) (言問)

2

15

16 秋場　祐弥 角田　篤 （ｵｰﾙｳｪｻﾞｰ）（ザイセイ）

13 磯田　剛 榛葉　太郎 (浅草) (浅草)

14

11

12 山崎　裕也 佐々木　優斗 (ｱｯﾄﾎｰﾑ) (ｱｯﾄﾎｰﾑ)

9 水谷　英章 菊地　　総 (中商) (中商)

10

7

8 石山　研吾 江本　雄介 （ドナルド） （ドナルド）

5 小船　佑樹 葉山　征希 （ドミノ） （ドミノ）

6

3

4 松堂　浩士 羽山　拓也 （柳北） （柳北）

1 磯田　公成 栗原　隆彰 (浅草) (ﾎﾟｯﾌﾟｺ-ﾝ)
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