
　種目：　一般男子ダブルス　予選　　　　　　　　　　　　

（浅草） （浅草）

Ｃブロック

23 松堂　浩士 羽山　拓也 （柳北） （柳北）

9 新井　潤一 渡部　大輔 （アドバンス） （アドバンス）

21 田中　好雄 田中　世和 （言問） （言問）

Gブロック

10

6 濱田　雄貴 義本　秀哉 （OY） （OY）

7 吉田　裕介 両角　康雄 （浅草） （中商）

3 中野　裕行 清家　雄 （コミュニケーション） （コミュニケーション）

4 中江　太 西條　智博 （オールウェザー） （オールウェザー） Ｂブロック

5 岡本　圭人 森　穂尊 （フリー） （フリー）

Hブロック

24

22 鈴木　圭三 永見　敦 （コミュニケーション） （コミュニケーション）

25 大滝　明広 石井　隆行 （駒形） （駒形）

安藤　賢治 松下　大輔 （トップスピン） （トップスピン）

20 澤井　孝之 早川　尚登 （リバーサイド） （リバーサイド）

19 内山　塁 吉澤　正彦 （中商） （中商）

18 真木　浩一郎 鵜沢　秀行 （リバーサイド） （リバーサイド）

Fブロック
17 大和田　敬之 若尾　慎吾 （浅草） （浅草）

16 景山　裕己 松波　健太 （キティー） （ドナルド）

15 小野　賞久 中本　翔太 （フリー） （フリー）

Eブロック
14 山崎 裕也 佐々木　優斗 （アットホーム） （アットホーム）

13 長岡　正洋 粟辻　壮介 （言問） （言問）

12 多田　正利 石川　瑞江 （リバーサイド） （リバーサイド）

8 斉藤　光一 内田　勝 （TTC） （TTC）

Dブロック山本　正延 安部　秀之　 （キティー） （ザイセイ）

11 阿部　作哉 齊藤　雅也

Ａブロック

2 橘高　健史 福島　秀之 （リバーサイド） （リバーサイド）

1 清水　健一 福田　恭礼 （ドナルド） （フリー）



　種目：　ベテラン男子ダブルス（45）　　　　　　

　種目：　ベテラン男子ダブルス（55）　　　　　　　　

木村　勉 阿部　作哉 （オールウェザー） （浅草）

15 久木留　廣明　 西川　裕次郎 （フリー） （フリー）

16

14 平川　伸明 高橋　英樹 （フリー） （フリー）

13 平野　眞 直井　泰史 （柳北） （フリー）

12 倉本　勝巳 高野　祐志 （中商） （ドミノ）

11 岩田　昌俊 杉原　充 （かなすぎ） （かなすぎ）

10 宮城　勝 森田　昇 （トップスピン） （フリー）

9 石井　宏之 石津　毅一 （ドナルド） （ドナルド）

8 山崎　潔 津井留　和成 （アットホーム） （アットホーム）

7 成瀬　雅之 横川　繁之 （リバーサイド） （リバーサイド）

（キティー）

6 麻尾　正己 吉澤　正彦 （中商） （中商）

4 中屋　康浩 新屋　一彦 （セルベッサ） （セルベッサ）

5 下牧　誠司 早川　康介 （浅草）

3 Robert Mullins 稲田　清隆 （フリー） （フリー）

2 滝口　建一 岡田  英之 （オールウェザー） （オールウェザー）

1 久保　敏昭 吉田　昭 （アットホーム） （アットホーム）

16 松堂　浩士 秋場　愛彦 （柳北） （オールウェザー）

15

14 武部　拓巳 松下　大輔 （トップスピン） （トップスピン）

13 両角　康雄 枝村　展生 （中商） （フリー）

12 多田　正利 澤井　孝之 （リバーサイド） （リバーサイド）

11 深谷　芳光 名雪　照雄 （中商） （中商）

10 田尻　賢 鍵野　聡 （柳北） （柳北）

9 野口　貴司 恒吉　徹 （東叡） （東叡）

8 吉田　裕介 国分　崇良 （浅草） （浅草）

7 三五  政彰 梶田　次朗 （オールウェザー） （言問）

6 橘高　健史 福島　秀之 （リバーサイド） （リバーサイド）

5 磯田　公成 羽山　拓也 （浅草） （柳北）

4 鵜沢　秀行 早川　尚登 （リバーサイド） （リバーサイド）

3 長岡　正洋 小山　達年 （言問） （フリー）

1 岡田　直樹 尾崎　達也 （アスコット） （アスコット）

2 BYE BYE

山本　正延 清水　剛 （キティー） （キティー）



　種目：　ベテラン男子ダブルス（65）　　　　　　　　

◆ｷｬﾝｾﾙの６ 中村・諏訪（中商）をＢＹＥにするとシード的なバランス悪く ２をBYEにしてｷｬﾝｾﾙの６にBYEに変更の２の小林・市川を移動 → 福島案です ご判断ください

　種目：　ベテラン男子ダブルス（70）　　　　　

　種目：　ベテラン女子ダブルス（60）　　　　　　

5

4 猪木　慶博 （フリー） （フリー）

2

3 小島　正行 槇尾　貴由 （フリー） （フリー）

9 品田　香苗 岩渕　扶美子

奥山　貴市 大山　英夫 （アドバンス） （アドバンス）

7

6

8 松本　由喜江 深井　光子 （アドバンス） （アドバンス）

7

西尾　兎門 平石　水重 （言問） （言問）

4 田中　啓子 坂本　知子 （レオ） （レオ）

6

5 金原　公子 粟沢　宏子 （フリー） （フリー）

BYE BYE

2 BYE BYE

3 中野 列子 稲垣　佐知子 （コミュニケーション） （トップスピン）

1 神野　志津子 門脇　治絵子 （キティー） （キティー）

8 佐藤　正偉 山口　幹夫 （レオ） （レオ）

9 川島　悠 高橋　栄三朗 （かなすぎ） （フリー）

6

吉岡　勝三 三田　日成 （キティー）（キティー）

岩下　弘 清水　圀雄 （リバーサイド） （リバーサイド）

7

1 関根　潔 月岡　竜哉 （オールウェザー） （ドミノ）

8

5 永妻　良夫 赤坂　俊一 （フリー） （フリー）

4 竹内　秀樹 松田　登 （キティー）（フリー）

2

3 藤戸　勉 飯尾　秀幸 （ポップコーン） （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）

13 松崎　ゆり子 高橋　光代 （アドバンス） （フリー）

10 BYE BYE

11 水島　洋子 和泉　かほる （リバーサイド） （リバーサイド）

（トップスピン） （キティー）

16 寺崎　綾子 新　冨美枝 （中商） （中商）

14 今村　美津枝 岡本　洋子 （TTC） （TTC）

15 BYE BYE

12 佐藤　真由美 栗谷　多恵子 （フリー） （フリー）

（アスコット）

小林　三千男 市川　淳 （キティー） （キティー）

BYE BYE

BYE BYE

渡辺　修

田中　昇 忍　賢一 （アスコット）

藤田　修 高木　進 （雷門） （雷門）



　種目：　一般女子ダブルス　予選　　　　　　　　　　　　

　種目：　女子シングルス一般　　　　　　　　　　　　　

山﨑　陽子 （トップスピン）

Dブロック

Eブロック

Fブロック

Gブロック

Hブロック

伊東　照代 （フリー）

田中　真理 （雷門）

石川　瑞江 （リバーサイド）

本木　利理加 （トップスピン）

丸山　亜沙子 （リバーサイド）

BYE BYE

1

16

BYE BYE15

14

13

12

川村　夕起子 （トップスピン）11

10

9

8

BYE BYE7

6

5

（リバーサイド）

武部　知子 （トップスピン）

及川　真奈未

4

2

3

24 加藤　秀子 中村　千恵子 （柳北） （柳北）

小柳　有佳子　 （言問）

BYE BYE

陶　亜紀子 （ドミノ）

今野　さつき （フリー）

23 金原　公子 粟沢　宏子 （フリー） （フリー）

22 齋藤　伸江 北村　知子 （ポップコーン） （ポップコーン）

21 後藤　由紀 古屋　美代子 （柳北） （フリー）

20 松信　有紀 國見　恵子 （フリー） （フリー）

19 本木　利理加 隈　朋子 （トップスピン） （トップスピン）

18 菊地　奈美江 藤沢　典子 （中商） （中商）

17 五反田　麻里 杉田　美智子 （フリー） （フリー）

16 西山 悦子 山﨑　陽子 （トップスピン） （トップスピン）

15 清水　智子 箭波　恵美子 （キティー） （フリー）

14 小玉　光子 小山　喜子 （ドミノ） （ドミノ）

13 石井　美和子 石津　里美 （ドナルド） （ドナルド）

12 安田　貴子 高山　佳子 （フリー） （朝日信用金庫）

11 小池　正美 鈴木　康子 （キティー） （キティー）

10 吉川　由利子 馬上　須美子 （TTC） （TTC）

9 中岡　摩耶 藤野　揚子 （TTC） （TTC）

8 斎藤　美枝 峯村　浩美 （言問） （言問）

（ドナルド）

7 及川　真奈未 丸山　亜沙子 （リバーサイド） （リバーサイド） Ｃブロック

6 武部　知子 磯部　博美 （トップスピン） （トップスピン）

5 坂上　扶貴子 松永　公子 （柳北） （柳北）

1 宇津木　祥子 佐藤　詩織 （キティー） （キティー） Ａブロック

4 大森　瑞枝 武田　好子 （中商） （キティー） Ｂブロック

3 新家　智美 吉田　裕子 （フリー） （フリー）

2 峯村　瑠梨子 佐伯　薫 （ドナルド）



　種目：　ベテラン女子ダブルス（40）

　種目：　ベテラン女子ダブルス（50）　　　

26 山崎　由加里 石井　美和子 （アットホーム） （ドナルド）

24 川村　夕起子 山﨑　陽子 （トップスピン） （トップスピン）

22 新家　智美 田中　真理 （フリー） （フリー）

18 松崎　ゆり子 高橋　光代 （アドバンス） （フリー）

19 川島　恵美子 鮫島さおり （サンジョリティー） （サンジョリティー）

15 稲垣　佐知子 藤田　奈津子 （トップスピン） （トップスピン）

16 坂上　扶貴子 松永　公子 （柳北） （柳北）

13 岩渕　扶美子 武田　好子 （キティー） （キティー）

14 大木　和美 本田　祐子 （浅草） （浅草）

12 高津　直子 木山　千恵 （フリー） （フリー）

11 西川　広子 冨田　かをる （ポップコーン） （ポップコーン）

10 高橋　法子 大木　由美子 （浅草） （フリー）

6 山下　光世 山下　文恵　 （フリー） （フリー）

7 秋山　充代 石津　里美 （ドナルド） （ドナルド）

4 玉村　和恵 山崎　晋子 （コミュニケーション） （フリー）

3 大竹　由美 赤坂　亨子 （キティー） （キティー）

2 清水　信子 岡野　寿美乃 （リバーサイド） （リバーサイド）

1 瀧川　友美 田村　知子 （アットホーム） （浅草）

5 後藤　由紀 古屋　美代子 （柳北） （フリー）

25 小池　正美 鈴木　康子 （キティー） （キティー）

23 加藤　秀子 中村　千恵子 （柳北） （柳北）

20 神野　志津子 門脇　治絵子 （キティー） （キティー）

21 斎藤　美枝 峯村　浩美 （言問） （言問）

17 山田　まゆみ 加藤　真理子 （ドナルド） （フリー）

8

9 鈴木　正美 中島　礼子

BYE BYE

（フリー） （フリー）

2 青天目　澄子 堤下　順子 （キティー） （キティー）

1 角井　由子 岡本　文江 （アスコット） （アスコット）

4 名雪　芳美 藤沢　典子 （中商） （中商）

3 西川　広子 冨田　かをる （ポップコーン） （ポップコーン）

5 岩出　宏美 山崎　忍 （駒形） （ザイセイ）

6 松本　由喜江 深井　光子 （アドバンス） （アドバンス）

7 田中　千秋 中村　裕美子 （浅草） （アットホーム）

8 滝沢　麻紀 窪田　直子 （浅草） （フリー）

11 安田　貴子 高山　佳子 （フリー） （朝日信用金庫）

10 中岡　摩耶 馬上　須美子 （TTC） （TTC）

9 新井　美希 佐藤　千絵 （アドバンス） （アドバンス）

13 池口　佳代子 坂田　じゅん （アドバンス） （アドバンス）

12 栗原　順子 高嶋　直恵 （中商） （中商）

14 大森　瑞枝 野村　香世子 （中商） （中商）

16 堀口　梨恵 目黒　幸江 （TTC） （TTC）

15 須田　英子 須崎　真紀 （ドミノ） （ドミノ）

17

18 石橋　知佐子 佐藤　光子 （ポップコーン） （ポップコーン）

西山　悦子 品田　香苗 （トップスピン） （トップスピン）

19 宇津木　祥子 横井　寿子 （キティー） （キティー）

20 BYE BYE

22 清水　智子 箭波　恵美子 （キティー） （フリー）

21 齋藤　伸江 北村　知子 （ポップコーン） （ポップコーン）

24 武部　知子 磯部　博美 （トップスピン） （トップスピン）

23 深谷　裕美子 川崎　綾子 （中商） （中商）



　種目：　一般男子ダブルス　本戦

　種目：　一般女子ダブルス　本戦

16 河端　麻子 根本　麻梨奈 （ドナルド） （ドナルド）

15

14

13 石橋　知佐子 佐藤　光子 （ポップコーン） （ポップコーン）

12 田中　千秋 中村　裕美子 （浅草） （アットホーム）

11

10

9 瀧川 友美 田村　知子 （アットホーム） （浅草）

8 大木　和美 本田　祐子 （浅草） （浅草）

7

6

5 山崎 由加里 秋山　充代 （アットホーム） （ドナルド）

4 山下　光世 山下　文恵　 （フリー） （フリー）

3

2

1 小柳　有佳子　秋場　瑞季 （言問） （柳北）

16 大槻　美喜一 竹田　貴博 （ドナルド） （ドナルド）

15

14

13 菊地　　総 水谷　英章 （中商） （中商）

12 木村　修英 谷本　陽二郎 （アスコット） （アスコット）

11

10

9 阿部　元宏 持田　哲郎 （中商） （中商）

8 磯田　公成 小池田　翔太 （浅草） （浅草）

7

6

5 小柳　遊多 中澤　祐貴 （かなすぎ） （アスコット）

4 河井　雅尚 山脇　聡 （柳北） （ドナルド）

1 秋場　祐弥 大内　悠輔 （柳北） （柳北）

3

2



　種目：　男子シングルス一般　　　　　　　　　　

8 加茂　僚理 （フリー）

7 粟辻　　壮介 （言問）

9 上原　悠希 （フリー）

10 青木　真一 （OY）

12 飯島　英之 （アスコット）

11 草刈　雄登 （フリー）

13 鈴木　圭三 （コミュニケーション）

14 島　史彦 （雷門）

16 浅田　省吾 （フリー）

15 宗村　雅男 （フリー）

17 BYE BYE

18 兵頭　雅文 （フリー）

19 白澤　諒真 （区役所ローン）

20 山本　正延 （キティー）

22 井上　貴之 （フリー）

21 田尻　賢 （柳北）

23 冨川　知寿 （ドミノ）

24 坂巻　亮 （トップスピン）

26 小林　リュウ （フリー）

25 清水　健一 （ドナルド）

0

29 BYE BYE

27 佐々木　優斗 （アットホーム）

28 竹前　圭 （フリー）

32 斎藤　凪音 （サンジョリティー）

30 奥田　雄太 （フリー）

31 鵜澤　智之 （フリー）

35 樫本　直季 （区役所ローン）

33 BYE BYE

34 堀向　駿介 （フリー）

38 猪俣　聖人 （フリー）

36 松波　健太 （ドナルド）

37 秋場　祐弥 （柳北）

41 長谷川　完治 （リバーサイド）

39 石橋　昌明 （フリー）

40 野田　幸治 （フリー）

44 萩原　隆博 （フリー）

42 髙田　將之 （OY）

43 吉田　健祥 （区役所ローン）

3 橋本　拓弥 （フリー）

48 小柳　遊多 （かなすぎ）

46 石岡　秀規 （フリー）

47 小野　賞久 （フリー）

45 BYE

2 坂部　孝紀 （フリー）

1 山脇　聡 （ドナルド）

6 吉岡　知生 （フリー）

4 岩田　昌俊 （かなすぎ）

5 BYE BYE

BYE



　種目：　一般女子ダブルス　予選　　　　　　　　　　　　

1 宇津木　祥子 佐藤　詩織 （キティー） （キティー） Ａブロック

4 大森　瑞枝 武田　好子 （中商） （キティー） Ｂブロック

3 新家　智美 吉田　裕子 （フリー） （フリー）

2 峯村　瑠梨子 佐伯　薫 （ドナルド） （ドナルド）

7 及川　真奈未 丸山　亜沙子 （リバーサイド） （リバーサイド） Ｃブロック

6 武部　知子 磯部　博美 （トップスピン） （トップスピン）

5 坂上　扶貴子 松永公子 （柳北） （柳北）

Dブロック
10 吉川　由利子 馬上　須美子 （TTC） （TTC）

9 中岡　摩耶 藤野　揚子 （TTC） （TTC）

8 斎藤　　美枝 峯村　浩美 （言問） （言問）

12 安田　貴子 高山　佳子 （フリー） （朝日信用金庫）

11 小池　正美 鈴木　康子 （キティー） （キティー）

14 小玉　光子 小山　喜子 （ドミノ） （ドミノ）

Eブロック
13 石井　美和子 石津　里美 （ドナルド） （ドナルド）

Fブロック
16 西山 悦子 山﨑　陽子 （トップスピン） （トップスピン）

15 清水　智子 箭波　恵美子 （キティー） （フリー）

18 菊地　奈美江 藤沢　典子 （中商） （中商）

17 五反田　麻里 杉田　美智子 （フリー） （フリー）

20 松信　有紀 國見　恵子 （フリー） （フリー）

Gブロック
19 本木　利理加 隈　朋子 （トップスピン） （トップスピン）

Hブロック
22 齋藤　伸江 北村　知子 （ポップコーン） （ポップコーン）

21 後藤　由紀 古屋　美代子 （柳北） （フリー）

24 加藤　秀子 中村　千恵子 （柳北） （柳北）

23 金原　公子 粟沢　宏子 （フリー） （フリー）



　種目：　女子シングルス一般　2022　　　　　　　　　　　　　　

16 山﨑　陽子 （トップスピン）

15 BYE BYE

14 石川　瑞江 （リバーサイド）

13 田中　真理 （雷門）

12 伊東　照代 （フリー）

11 川村　夕起子 （トップスピン）

10 BYE BYE

9 丸山　亜沙子 （リバーサイド）

8 本木　利理加 （トップスピン）

7 BYE BYE

6 及川　真奈未 （リバーサイド）

5 武部　知子 （トップスピン）

4 今野　さつき （フリー）

1 小柳　有佳子　 （言問）

3 陶　亜紀子 （ドミノ）

2 BYE BYE


