
高野 悠哉 ・ 井本 淳介 寺澤 雄介 ・ 島貫　智
高野・井本 寺澤・島貫

前田 敦裕 ・ 竹澤 正人 6-0 6-1 松村 弘之 ・ 平　信久
Ｋ　Ｅ　Ｌ びいんず倶楽部 高野・井本 寺澤・島貫

乗田 淳一 ・ 福田 栄一 6-1 6-3 角上 宏一 ・ 山根 孝之
上田・篠塚 河井・野口

上田 順也 ・ 篠塚 康平 6-4 6-1 河井 雅尚 ・ 野口 雅也
小松・橋場

中西 晴義 ・ 今村 幸資 福山 尚樹 ・ 松本 幸志
中西・今村 福山 ・松本

赤澤 啓一郎 ・ 中野　豊 6-0 6-5 田村 陽紀 ・ 滝上 健一
小沼・大西 小松・橋場

神田 聡一郎 ・ 杉原 一史 6-3 6-0 6-1 齋藤 俊樹 ・ 漆間 弘好
小沼・大西 6-1 小松・橋場

小沼 豊和 ・ 大西 隆行 6-0 6-2 6-1 小松　聡 ・ 橋場 周平
6-3
6-5

福田 幸浩 ・ 山本 忠行 W.O 林　洋司 ・ 片岡 宣之
福田・山本 林　・片岡

山本　浩 ・ 広兼 健太郎 6-1 6-1 市橋　大 ・ 池ヶ谷 周平
福田・山本 久保・高瀬

竹内 健一 ・ 曽根 成美 6-4 6-3 小柴 一則 ・ 宮田 繁富
Ｓ　Ｎ　Ｋ HOT STUFFⅡ 竹内・曽根 久保・高瀬

村上 愼一 ・ 梅田 直樹 6-3 6-0 久保 貴裕 ・ 高瀬 直明
佐久間・宇田川

樋口 悟朗 ・ 田中 直樹 館山 丈樹 ・ 滝口 洋太
金谷・黒田 川崎・杉浦 テニス太郎 八　咫　烏

金谷 篤郎 ・ 黒田 雅幸 W.O 6-4 川崎 高義 ・ 杉浦 康哲
佐久間・嶋津 佐久間・宇田川

青野　光 ・ 山崎 佑一郎 6-0 6-1 佐久間 威行 ・ 宇田川 亮司
佐久間・嶋津 佐久間・宇田川

佐久間 正樹 ・ 嶋津 英樹 6-2 6-4 徳冨　純 ・ 菊地 辰哉
月 島 学 園 Ruby Tuesdays

24 32
 香　TC

ちゅーおーかー 東京Ｙボールクラブ

23 31
Team 破天荒 HOT STUFFⅡ

21
6-0

19 27

福田・山本

22 30

ストレイシープ

20 28
な で し こ 福田・山本 ウィークエンドTC

6-0
29

Ｆ.Ｂ.Ｓ.Ｃ.

18
6-2

26
タ ー ト ル ＢＡＳＩＬ

8 16
Ｏ　Ｖ　Ｔ  香　TC

17
Something Four グローアップ

25

13
Ｆ.Ｂ.Ｓ.Ｃ. Reach Out

6 14
ＳＹＮ TC Ｔ・Ｓ・Ｐ

3 11
Ｔ・Ｓ・Ｐ ビーセブン

7 15
Ｂ Ｓ Ｔ Ｃ タ ー ト ル

4 12
中央同好会 高野・井本 ちゅーおーかー

5
6-5 6-5

高野・井本
Liberty

2
6-2

10
ショー・フレンズ
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1 9
ウィークエンドTC

木場公園テニスコート



中村 元彦 ・ 篠原 直貴 北村 佳祐 ・ 下村　尭
中村・篠原 北村・下村

寺内　隆 ・ 三輪　弘 6-0 6-5 森田 伸康 ・ 宇田川 知幸
中村・篠原 北村・下村

寺井 正流 ・ 松﨑 裕之 6-1 6-4 井川 忠由 ・ 川口 敦弘
永代・黒田 髙橋・古川

永代 博厚 ・ 黒田 寛泰 W.O 6-0 髙橋 陽介 ・ 古川 元昭
鈴木・富田 てすたろっさ ストレイシープ

大江 洋輔 ・ 山本　亮 大井 文仁 ・ 和田 昌樹
大江・山本 清水・中屋

赤松 武司 ・ 駒井 正秀 6-4 6-5 清水 義晴 ・ 中屋 康浩
大江・山本 鈴木・富田

内山 俊輔 ・ 南野　翔 6-5 6-0 6-0 片岡 大輔 ・ 杉本 壮太郎
中島・春田 6-1 鈴木・富田

中島 玲幸 ・ 春田 浤煕 6-2 6-2 W.O 鈴木 信也 ・ 富田 直樹
6-3
6-5

松本 直樹 ・ 堀内 一宏 W.O 飯島　明 ・ 小林　滋
松本・堀内 飯島・小林

岩間　宏 ・ 原　創 6-2 EX. 6-0 池戸　悟 ・ 古山 武文
松本・堀内 鈴木・小林

北條 史朗 ・ 舟橋 克之 6-2 6-2 内田　勝 ・ 斉藤 光一
北條・舟橋 鈴木・小林

富澤 直昭 ・ 鈴木 啓大 6-2 6-2 鈴木 伸栄 ・ 小林 克也
鈴木・安田

有金　淳 ・ 外谷 幸一 三上 洋祐 ・ 李　殷東
有金・外谷 三上・李　

小森 義三 ・ 島田 誠司 6-2 6-3 佐野 皓司 ・ 進藤 高光
有金・外谷 鈴木・安田

西田 純二 ・ 松本　勇 6-5 6-2 須貝　優 ・ 青木 俊介
泉　・川添 鈴木・安田

泉　淑達 ・ 川添 義幸 6-3 6-0 鈴木 邦久 ・ 安田 真和
東京Ｙボールクラブ Reach Out トリプル TC チーム　Ｉ

木場公園テニスコート

54 62

56 64

Ｏ　Ｖ　Ｔ T・TEAM EVAH

55 63
月 島 学 園 ＹＹ tennis

51 59
Chemiway Ruby Tuesdays

52 60
びいんず倶楽部 有金・外谷 ＮＳＴ　ＴＣ

53
6-1 6-3

61
Team SAKURA Ｓ・Ｏ・Ｇ

49 57
Team 破天荒 Ｐ　Ｉ　Ｐ

有金・外谷
50

6-3
58

ビーセブン Reach Out

46
３Ｂ日本橋 TC Ruby Tuesdays

40 48
Something Four 晴　海 TC

タ ー ト ル

39 47
ラブ フォ-テｲ ロブグリーン

36 44
ウィークエンドTC 中村・篠原

37
6-1 6-1

45
中央同好会 Ｔ　Ｔ　Ｋ

38

35 43
Ｈ．Ｏ．Ｃ 猪 突 猛 進
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33 41
Ｂ Ｓ Ｔ Ｃ

中村・篠原
あらかると

34
6-2

42
Ｆ.Ｂ.Ｓ.Ｃ.



岩室　悠 ・ 岡　光男 齋賀 秀二 ・ 小泉 健一
Ｔ・Ｗ・Ｓ 八　咫　烏 岩室・岡　 齋賀・小泉

鈴木　敦 ・ 渡邊　亮 6-1 6-1 岡野　健 ・ 神田 大地
岩室・岡　 谷川・鈴木

三原 栄治 ・ 佐藤　裕 6-1 6-0 永野 勝也 ・ 石野 翔丸
三原・佐藤 谷川・鈴木

村松 徳之 ・ 高橋 嶺太 6-3 6-0 谷川 徹朗 ・ 鈴木 優作
田代・山本

近藤 光雄 ・ 原田 誠喜 田代 直也 ・ 山本 俊一
小野寺・中島 田代・山本

小野寺　仁 ・ 中島 嘉彦 W.O 6-2 佐々木 健司 ・ 田中　慎
Ｏ　Ｖ　Ｔ てすたろっさ 井上・片山 田代・山本

加藤　一 ・ 杉浦　秀 EX.6-0 6-0 6-0 藤井 由隆 ・ 大平 晃三
井上・片山 6-1 藤井・大平

井上 智雄 ・ 片山 利之 6-2 6-2 6-2 永廻　仁 ・ 中村 公威
6-3
6-5

岩井 智史 ・ 船橋 譲一 W.O ⾧島 哲夫 ・ 松井 康雄
岩井・船橋 加藤・山田

堀籠 佳典 ・ 秋山 和弘 6-1 6-4 加藤 秀治 ・ 山田 直樹
岩井・船橋 門田・萩原

池下 浩平 ・ 澤井 義英 6-1 6-2 合場 隆志 ・ 田嶋 幹則
マイティらすかる な で し こ 池下・澤井 門田・萩原

田中　聡 ・ 髙田　礼 6-0 6-0 門田　隆 ・ 萩原 公康
岩井・船橋

近藤 琢也 ・ 小早川 直樹 赤木 達也 ・ 岩立 大三
近藤・小早川 赤木・岩立

榊原 幹也 ・ 新貝 正幸 6-2 6-1 山田 智久 ・ 大島 直樹
山口・内海 野﨑・新屋

森　隆史 ・ 本田　浩 6-2 6-4 今野 尚義 ・ 宮本 雅夫
山口・内海 野﨑・新屋

山口 賢助 ・ 内海　桂 6-1 6-1 野﨑 和夫 ・ 新屋 一彦

木場公園テニスコート

86 94

88 96
Team 破天荒 Ruby Tuesdays

ＡＤＥＫＡ Ace Blue

87 95
Ｂ　Ｂ　Ｂ Ｐ　Ｉ　Ｐ

83 91
ラブ フォ-テｲ

84 92
ＢＡＳＩＬ 野﨑・新屋 トリプル TC

85
6-3 6-5

93
月 島 学 園 Ｏ　Ｖ　Ｔ

81 89
ひ ま わ り グローアップ

野﨑・新屋
82

6-4
90

ミラクルミイラ ＡＤＥＫＡ

78
晴　海 TC

72 80
Ｓ・Ｏ・Ｇ HOT STUFFⅡ

71 79
Ace Blue ３Ｂ日本橋 TC

70

68 76
猪 突 猛 進 岩室・岡 Ｐ　Ｉ　Ｐ

69
6-2 6-5

77
マ リ ン ズ Ｂ Ｓ Ｔ Ｃ

67 75
月 島 学 園  香　TC
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65 73

岩室・岡
Chemiway

66
6-3

74
PEEK-A-BOO Ｔ　Ｔ　Ｋ


