
１Ｒ ２Ｒ ３Ｒ ４Ｒ ＱＦ ＳＦ ＳＦ ＱＦ ４Ｒ ３Ｒ ２Ｒ １Ｒ

菅野晃弘 (一発屋) 畠山秀和 (一発屋)

六本木裕美 (一発屋) 菅野・六本木 畠山・畠山 畠山由美子 (Ｆテニス)

石垣貴広 (clover) 　６４ ６０　 飛田康宏 (大石TCA)

福田恵子 (clover) 秋田・秋田 飛田・青木 青木広子 (大石TCA)

秋田寛 (Drop　Shot) 　６３ 菅野・六本木 醍醐・飯村 ６３　 青木稔 (clover)

秋田真美子 (Drop　Shot) 　６０ ７５　 蓮実邦枝 (clover)

楠田孝明 (チーム・ビター) 醍醐一平 (ステッピー)

楠田明子 (チーム・ビター) 川嶋・漆間 醍醐・飯村 飯村純子 (メリテニ)

川嶋進司 (CALL) 　６２ ６１　 関根新市 (プリンス)

漆間環 (CALL) 菅野・六本木 高橋・ﾗｳﾞｪﾙ 関根里江 (プリンス)

吉岡美保 (テニスランド上尾) 　６４ ６２　 山崎智 (RISE)

吉岡孝洋 (テニスランド上尾) 吉岡・吉岡 高橋・ﾗｳﾞｪﾙ 山崎美希子 (RISE)

小松道子 (Club ACTAS) 　６４ ６１　 高橋さちみ (Club ACTAS)

小巻岳彦 (Club ACTAS)
吉岡・吉岡

ﾗｳﾞｪﾙJｵｰﾈｯﾄ
一将

(Club ACTAS)

星野貴男 (UDトラックス) 　６２ 高橋・ﾗｳﾞｪﾙ 大吉哲郎 (アーバン)

松本千恵 (RISE) 星野・松本 ７５　 渋谷・鈴木 坂田英子 (アーバン)

高橋靖之 (大阪屋) 　６４ ７６(5)　 渋谷裕子 (テニスランド上尾)

高橋洋子 (大阪屋) 小栗・永島 鈴木健志 (テニスランド上尾)

岡崎健策 (ステッピー) 菅野・六本木 藤本・及川 ７６(3)　 小栗章弘 (上尾セントラル)

橋詰友美 (テニスランド上尾) 田野・田野 　６２ ６３　 永島美穂 (上尾セントラル)

角田昌宏 (RISE) 　６２ 坂本将史 (Drop　Shot)

高橋暁子 (RISE) 田野・田野 坂本・坂本 坂本香 (Drop　Shot)

田野哲也 (メリテニ) 　６２ 田野・田野 ６１　 新井久夫 (チーム・C)

田野千穂 (メリテニ) 　６０ 大森・浅野 辻奈保美 (チーム・ビター)

新島淳一 (上尾テニスクラブ) ７５　 畑克昌 (アーバン)

新島豊子 (上尾テニスクラブ) 新島・新島 大森・浅野 畑登美子 (アーバン)

飯野雄策 (上尾セントラル) 　６３ ６２　 大森渉 (TBJ)

海老原小春 (上尾セントラル) 福屋・井手 藤本・及川 浅野真美子 (TBJ)

小林真人 (大石TC) 　６２ ７５　 新井誠一 (上尾セントラル)

小林恵美 (上尾グリーン) 小林・小林 兼松・兼松 河原麗子 (上尾セントラル)

阪田利範 (アーバン) 　６２ ６４　 兼松寛和 (上尾テニスクラブ)

阪田富佐子 (アーバン) 兼松由美 (上尾テニスクラブ)

岡崎克吉 (テニスランド上尾) 福屋・井手 藤本・及川 高橋健久 (MTC)

大室清子 (clover) 岡崎・大室 　６１ ６３　 菅原・黒須 志藤万里 (MTC)

竹林健治 (GOC) 　６４ W.O　 菅原康晴 (clover)

田中美絵 (GOC) 福屋・井手 瀬戸川・城谷 　６２ 藤本・及川 黒須幸子 (テニスランド上尾)

福屋賢 (AT) 　６０ ６２　 藤本ひかり (Club ACTAS)

井手真希子 (AT) 瀬戸川・城谷 藤本・及川 及川大輔 (Club ACTAS)

宮坂広毅 (プリンス) 　６４ １２RET　 杉浦貴志 (プリンス)

宮坂直子 (プリンス) 宮坂・宮坂 杉浦・関口 関口房代 (プリンス)

矢吹地 (上尾セントラル) 　６２ ６２　 松井淑子 (テニスラウンジ上尾)

清水光江 (上尾セントラル) 矢吹・清水 松井・松井 松井純太 (テニスラウンジ上尾)

内田宗司 (上尾テニスクラブ) 　６１ 宮坂・宮坂 渡邉・石橋 ６０　 松原郁雄 (上尾セントラル)

内田まさ恵 (上尾テニスクラブ) 　６０ ６１　 松原みどり (上尾セントラル)

田島聖子 (Club ACTAS) 持田雅弘 (JUTC)

木村雅晴 (Club ACTAS) 田島・木村 渡邉・石橋 加藤愛子 (JUTC)

中村正明 (スターズ) 　６０ ６３　 渡邉大輔 (CALL)

中村さおり (スターズ) 藤井・三ツ橋 渡邉・石橋 石橋由江 (CALL)

大槻浩 (RISE) 　６３ ７５　 柳澤迎輝 (一発屋)

外村直子 (RISE) 大槻・外村 柳澤・柳澤 柳澤光子 (一発屋)

本郷泰淳 (テニスランド上尾) 　６５ ６３　 村木宏悦 (テニスランド上尾)

戸井田由美子 (テニスランド上尾) 藤井・三ツ橋 和田賀美 (clover)

高橋友之 (上尾マーベ会) 　６０ 柳澤・柳澤 岡田英之 (GOC)

高橋恭子 (上尾マーベ会) 藤井・三ツ橋 ６１　 今道・立石 小原郁 (GOC)

藤井俊輔 (TBJ) 　W.O ６１　 今道清盛 (大石TCA)

三ツ橋亜季子 (TBJ) 醍醐・遠山 立石敦美 (大石TCA)

野口周平 (大阪屋) 瀬戸川・城谷 渡邉・石橋 ６１　 醍醐博行 (ステッピー)

谷田部美紀 (大阪屋) 野口・谷田部 　６２ ７５　 遠山真由美 (MTC)

飯田幹 (上尾セントラル) 　６１ 家守知子 (テニスランド上尾)

飯田真紀 (上尾セントラル) 中溝・中溝 木曽・青柳 大久保明宏 (テニスランド上尾)

中溝英明 (チーム・ビター) 　W.O 野口・谷田部 ６１　 木曽克尭 (ｍｏｏｎ ｔ.ｃ.)

中溝孝子 (チーム・ビター) 　６０ 山中・平久 青柳美紀 (上尾グリーン)

相馬巨 (clover) ６３　 山中祐司 (メリテニ)

大藤裕子 (clover) 相馬・大藤 山中・平久 平久綾子 (メリテニ)

若月啓宣 (大石TCA) 　６２ ６４　 平賀初子 (Club ACTAS)

若月由美子 (大石TCA) 瀬戸川・城谷 山中・平久 以後崎智 (Club ACTAS)

会沢昌代 (Club ACTAS) 　６３ ６４　 土渕智正 (スターズ)

芝野健次 (Club ACTAS) 会沢・芝野 土渕・都築 都築正美 (上尾セントラル)

越雲宏明 (テニスランド上尾) 　６３ ６２　 須賀富士男 (AT)

越雲真由美 (テニスランド上尾) 広谷徳子 (MTC)

飯村高 (メリテニ) 瀬戸川・城谷 土渕・都築 加東貴司 (clover)

竹内安左子 (プリンス) 瀬戸川・城谷 　６１ ７６(3)　 佐藤・船戸 加東知美 (clover)

瀬戸川勲 (一発屋) 　６０ ６２　 佐藤学 (チーム・ビター)

城谷香 (一発屋) 瀬戸川・城谷 上條・川崎 船戸秀子 (ステッピー)

浦田友輝 (アーバン) 　６１ ６４　 上條正 (アーバン)

水野昌子 (アーバン) 川崎民江 (大阪屋)

藤本ひかり (Club ACTAS)
及川大輔 (Club ACTAS)

菅野晃弘 (一発屋)
(一発屋)六本木裕美

渡邉大輔 (CALL)
石橋由江 (CALL)
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