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(アスコット)

3 粟辻　壮介 (言問) 19 竹島　智亮 (セルベッサ)

2 永見　敦 (コミュニケーション) 18 清家　雄 (コミュニケーション)

1 秋場　祐弥 (柳北)

5 山脇　聡 (ドナルド) 21 土橋　祥平

磯田　剛 (浅草） 20 松波　健太 (ドナルド)

17 稲野　亘

(浅草)

6 齊藤　雅也 (浅草) 22 山本　正延 (キティー)

7 西山　徳彦 (トップスピン) 23 野中　將志

(中商)

4

(かなすぎ)

8 佐伯　賢 (ポップコーン) 24 上田　将貴 (アスコット)

9 落海　圭介 (ドナルド) 25 小柳　遊多

(アスコット)

10 丸山　優太 (サンジョリティー) 26 望月　寛 (ポップコーン)

11 横田　航也 (東叡) 27 飯島　英之

(ドナルド)

12 冨川　琢矢 (ドミノ) 28 竹田　貴博 (ドナルド)

13 磯田　公成 (浅草） 29 大槻　美喜一

(雷門)

14 鈴木　圭三 (コミュニケーション) 30 齋藤　凪音 (サンジョリティー)

15 羽山　拓也 (柳北) 31 佐藤　純

(浅草）16 清水　健一 (ドナルド) 32 榛葉　太郎



ベテラン男子４５ ベテラン男子５５

2 佐藤　雅己 (オールウェザー) 2 宮城　勝 (トップスピン)

1 吉田　裕介 (浅草) 1 野崎　和夫 (セルベッサ）

4 両角　康雄 (中商) 4 大出　隆 (レオ)

3 長岡　正洋 (言問) 3 篠崎　勝彦 (アドバンス)

6 小堺　圭一 (アドバンス) 6 伊東　茂樹 (コミュニケーション)

5 佐藤　孝之 (ポップコーン) 5 早川　尚登 (リバーサイド)

8 池田　義徳 (雷門) 8 北沢　宏治 (アドバンス)

7 長谷川　達之 (アドバンス) 7 山崎　潔 (アットホーム)

10 国分　崇良 (浅草) 10 佐藤　雅昭 (オールウェザー)

9 飯島　敏之 (OYテニスクラブ) 9 石井　宏之 (ドナルド)

12 澤井　孝之 (リバーサイド) 12 間弓　修治 (キティー)

11 川島　豪紀 (トップスピン) 11 久保　敏昭 (アットホーム)

14 鷲見　善弘 (レオ) 14 石井　隆行 (駒形)

13 織田　哲也 (アットホーム) 13 福田　貞二 (アスコット)

16 金　在相 (東叡) 16 佐藤　義和 (アドバンス)

15 三五　政彰 (オールウェザー) 15 岩田　昌俊 (かなすぎ)

18 谷川　美雄 (柳北) 18 福島　秀之 (リバーサイド)

17 髙田　將之 (OYテニスクラブ) 17 BYE

20 白井　浩一郎 (柳北) 20 落合　淳一 (アットホーム)

19 島　史彦 (雷門) 19 斉藤　芳則 (レオ)

22 青木　真一 (OYテニスクラブ) 22 梶田　次朗 (言問)

21 小野寺　仁 (アドバンス) 21 新屋　一彦 (セルベッサ)

24 須田　健太郎 (ドミノ) 24 岡田　英之 (オールウェザー)

23 鵜沢　秀行 (リバーサイド) 23 冨川　知寿 (ドミノ)

26 岡　和之 (ポップコーン)

25 杉原　充 (かなすぎ)

30 下牧　誠司 (浅草)

27 長谷川　完治 (リバーサイド)

28 秋田　道郎 (中商)

29 中屋　康浩 (セルベッサ)



2 清水　三男 (サンジョリティー)

1 細谷　泰弘 (トップスピン)

一般女子ベテラン男子6５

ベテラン女子４０

5 田中　庸浩 (レオ)

4 吉岡　勝三 (キティー)

3 中　安男 (言問)

7 川島　俊通 (トップスピン)

8 藤戸　勉 (ポップコーン)

6 滝口　建一 (オールウェザー)

11 久保田　光一 (キティー)

10 市川　淳 (キティー)

9 小柳　修一郎 (かなすぎ)

飯島　捷語 (言問)

13 矢藤　八郎 (トップスピン)

3 高橋　清美 (オールウェザー)

12 奥山　貴市 (アドバンス)

2 田中　真理 (雷門)

15 藤田　修 (雷門)

(中商)

6 山崎　由加里 (アットホーム)

ベテラン女子５０

坂井　正子 (アドバンス)1

(オールウェザー)

11 高橋　法子 (浅草)

(中商)

10 福田　直美 (アスコット)

8

9 名雪　芳美

7

5 川村　夕起子 (トップスピン)

4

(キティー)

水島　洋子 (リバーサイド)

中岡　摩耶 (TTC)

7 長谷川　恵美

18 川島　恵美子 (サンジョリティー)

16 山井　真理 (レオ)

17 山田　まゆみ (ドナルド)

14 深井　光子 (アドバンス)

15 和泉　かほる (リバーサイド)

12 大森　瑞枝

尾藤　美雪 (柳北)
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10 根本　麻梨奈 (ドナルド)

11 石川　瑞枝 (リバーサイド)

12 本木　利理加 (トップスピン)

20 大山　英夫 (アドバンス)

14 川島　悠 (かなすぎ)

加藤　秀子 (柳北)

16

1 田中　千秋 (浅草)

2 掛川　真理亜 (アスコット)

羽山　千恵子 (柳北)

18 三田　日成 (キティー)

19 関根　潔 (オールウェザー)

17 荒木　義布 (トップスピン)

3 隈　朋子 (トップスピン)

4 藤野　揚子 (TTC)

5 堤下　順子 (キティー)

7 及川　真奈未 (リバーサイド)

8 山﨑　陽子 (トップスピン)

9 BYE

6 片平　しのぶ (ポップコーン)

8 馬上　須美子 (TTC)

13 青天目　澄子 (キティー)

14 丸山　亜沙子 (リバーサイド)

坂本　知子 (レオ)

1 瀧川　友美 (アットホーム)

2 BYE

3 堀口　梨恵 (TTC)

4

6

13 蔵野　恭子



  一　般　男　子　本　戦

1 小楠　康紘 (中商)

2

3

4 川村　拓真 (トップスピン)

5 角田　篤史 (ザイセイ)

6

7

8 水谷　英章 (中商)

9 平林　豊 (アスコット)

10

11

12 保土田　優士 (アスコット)

13 菊地　総 (中商)

14

15

16 古屋　航 (アットホーム)
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