
シード No. 氏名 所属 1R 2R QF SF SF QF 2R 1R 氏名 所属 No. シード

水畑　郁生 一般 高原　豊 ｼﾙｸ

西村　徳浩 市民倶楽部 服部　剛士 市民倶楽部

ＢＹＥ 野口　憲邦 ハニービーンズ

馬部　聖二 ハニービーンズ

平野　眞 ｼﾙｸ 大西　裕一郎 とえてに

高橋　英二 ｼﾙｸ 高橋　航 とえてに

阿部　泰裕 一般 長瀬　賢二 ﾄﾊﾟｰｽﾞ

福島　広一 一般 須田　潤一郎 ﾄﾊﾟｰｽﾞ

早川　市郎 野川クラブ 靏見　嘉弘 野川クラブ

石原　貴之 野川クラブ 有吉　正行 野川クラブ

藤原　弥 とえてに 杉山田　竜吾 ｼﾞｮｲﾌﾞﾙﾄﾞﾝ

迫田　宗達 一般 斉藤　晴正 ｼﾞｮｲﾌﾞﾙﾄﾞﾝ

水内　智史 一般 ＢＹＥ

三宅　崇 一般

三浦　貴之 ｼﾞｮｲﾌﾞﾙﾄﾞﾝ 和泉　綾志 とえてに

山田　雅文 ｼﾞｮｲﾌﾞﾙﾄﾞﾝ 池田　祐弥 とえてに

山内　良 ｼﾞｮｲﾌﾞﾙﾄﾞﾝ 堀　直史 ｼﾞｮｲﾌﾞﾙﾄﾞﾝ

成松　裕 ｼﾞｮｲﾌﾞﾙﾄﾞﾝ 蛭町　巧 ｼﾞｮｲﾌﾞﾙﾄﾞﾝ

大山　裕宜 とえてに 林　耕次 一般

南雲　克明 とえてに 田辺　裕司 一般

高間　皇 ﾄﾊﾟｰｽﾞ 村田　光平 一般

大倉　裕樹 一般 村田　光史 一般

新井　正通 ＭＩＴＴ 鎌田　将 ｼﾞｮｲﾌﾞﾙﾄﾞﾝ

渡辺　正隆 ＭＩＴＴ 大田　義信 ｼﾞｮｲﾌﾞﾙﾄﾞﾝ

永塚　保智 野川クラブ 佐藤　裕幸 MSTC

叶内　亮 野川クラブ 大貫　順一 MSTC

外山　真志 ﾗﾄﾘｴ 中西　崇郎 ｼﾙｸ

吉田　康宏 ﾗﾄﾘｴ 宮本　悠司 PST

塩原　且宏 ｼﾙｸ ＢＹＥ

松谷　篤志 ｼﾙｸ

加藤　幸宏 ＭＩＴＴ 加藤　建人 一般

福島　悠史 アラカルト 藤田　亮嗣 一般

シード No. 氏名 所属 1R 2R QF SF SF QF 2R 1R 氏名 所属 No. シード

村田　珠美 たまちゃんず 徳田　麻以美 とえてに

黒瀬　亜希子 たまちゃんず 伊藤　みなみ とえてに

ＢＹＥ ＢＹＥ

三俣　弘子 ハニービーンズ 窪谷　由美 パワーテニス

並木　理恵 ハニービーンズ 青木　祐子 ﾄﾊﾟｰｽﾞ

田口　玲子 ﾎﾟｰﾗｽﾀｰ 永塚　彩乃 野川クラブ

上田　真弓 ﾎﾟｰﾗｽﾀｰ 小宮　萌 野川クラブ

村田　真弓 市民倶楽部 箕輪　美加 MSTC

小野坂　真理 市民倶楽部 箕輪　華 MSTC

出町　ひろみ たまちゃんず 鈴木　薫 ﾎﾟｰﾗｽﾀｰ

石丸　由美子 たまちゃんず 細野　千尋 一般

ＢＹＥ ＢＹＥ

谷内　寿子 ｼﾙｸ 前田　文子 パワーテニス

塩澤　しのぶ ｼﾙｸ 福田　智子 パワーテニス

山田　博子 一般 細本　有理子 ｼﾙｸ

加藤　明子 ラトリエ 清水　滋子 ﾊｯﾋﾟｰﾘｰﾌ

ＢＹＥ ＢＹＥ

渡辺　裕子 たまちゃんず 吉岡　美由紀 パワーテニス

藤猪　敦子 たまちゃんず 福田　敬子 パワーテニス

石井　郁子 市民倶楽部 杉浦　美佐江 ﾎﾟｰﾗｽﾀｰ

藤原　朋江 一般 宇野　由美子 ﾎﾟｰﾗｽﾀｰ

羽田　久美子 たまちゃんず 中峯　郁子 一般

日下部　明美 ﾎﾟｰﾗｽﾀｰ 北條　則子 一般

近藤　規子 パワーテニス 中野　萌笑 野川クラブ

羽島　朋子 パワーテニス 永塚　梓乃 野川クラブ

野口　光里 ハニービーンズ ＢＹＥ

小見野　恵美 ハニービーンズ

篠原　秀美 ﾊｯﾋﾟｰﾘｰﾌ 木村　真紀 一般

福山　葉子 ﾊｯﾋﾟｰﾘｰﾌ 菊地　里奈 たまちゃんず
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シード No. 氏名 所属 1R 2R QF SF SF QF 2R 1R 氏名 所属 No. シード

西村　徳浩 市民倶楽部 西海　隆太郎 野川クラブ

菊地　里奈 たまちゃんず 永塚　梓乃 野川クラブ

菊田　嶺央 一般 坂田　洋 MSTC

菊田　俊美 一般 桑田　佳恵 MSTC

叶内　亮 野川クラブ 中澤　信行 一般

濱野　水紀 野川クラブ 中澤　一美 一般

吉岡　裕一 一般 井上　一裕 ｼﾞｮｲﾌﾞﾙﾄﾞﾝ

吉岡　美由紀 パワーテニス 原田　亜紀 ﾊｯﾋﾟｰﾘｰﾌ

斉藤　晴正 ｼﾞｮｲﾌﾞﾙﾄﾞﾝ 西宮　晋 PST

斉藤　妙 ｼﾞｮｲﾌﾞﾙﾄﾞﾝ 田野入　美樹 PST

松谷　篤志 ｼﾙｸ 高原　豊 ｼﾙｸ

細本　有理子 ｼﾙｸ 塩澤　しのぶ ｼﾙｸ

前田　浩二 一般 長山　憲明 ｼﾙｸ

前田　文子 パワーテニス 高谷　和美 ｼﾙｸ

岡田　密 PST 三俣　大輔 ハニービーンズ

村田　奈美子 とえてに 古山　三重 ハニービーンズ

濱田　和 富士重工 大山　裕宣 とえてに

濱田　江莉 富士重工 大山　美穂 とえてに

箕輪　勝征 MSTC 大田　義信 ｼﾞｮｲﾌﾞﾙﾄﾞﾝ

箕輪　華 MSTC 斉賀　由紀子 一般

原田　昌彦 一般 斉藤　篤 ハニービーンズ

原田　美香 一般 三俣　弘子 ハニービーンズ

牟田神東　裕二 ｼﾙｸ 永塚　保智 野川クラブ

谷内　寿子 ｼﾙｸ 永塚　彩乃 野川クラブ
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シード No. 氏名 所属 1R 2R SF SF 2R 1R 氏名 所属 No. シード

内山　哲一 一般 萩原　貴彦 一般

桑原　猛 一般 中村　典正 一般

ＢＹＥ 川前　博 ＭＩＴＴ

吉野　和秀 ＭＩＴＴ

犬養　栄一 一般 ＢＹＥ

野中　信史 一般

田邉　克文 ＭＩＴＴ 柴田　孝 一般

木村　雅一 ＭＩＴＴ 鶴薗　英久 ｼﾙｸ

由井　伸一 ｼﾙｸ 田口　恒雄 一般

高橋　学 ｼﾙｸ 富永　明彦 一般

大石　章博 アラカルト 宇藤　哲郎 新川倶楽部

佐伯　秀晴 アラカルト 柏　義光 新川倶楽部

山里　守廣 新川倶楽部 ＢＹＥ

萩坂　紀之 ｼﾙｸ

前田　浩二 一般 坂田　洋 MSTC

掃部　朋広 一般 清水　賢治 MSTC

シード No. 氏名 所属 1R 2R SF SF 2R 1R 氏名 所属 No. シード

恩田　実 新川倶楽部 姫野　和祐 新川倶楽部

矢谷　歓喜 ｼﾙｸ 高倉　純 ｼﾙｸ

ＢＹＥ 早川　敏雄 一般

佐藤　英明 一般

白石　浩三 一般 ＢＹＥ

福島　隆一 アラカルト

山内　良久 ｼﾞｮｲﾌﾞﾙﾄﾞﾝ 荻原　貞雄 アラカルト

加倉井　浩一 ｼﾞｮｲﾌﾞﾙﾄﾞﾝ 藤原　一伸 一般

井上　昭弘 一般 松井　秀信 一般

首藤　節男 一般 永田　勇次 市民倶楽部

ＢＹＥ 林　卓冶 一般

藤瀬　隆始 ﾗﾄﾘｴ

ＢＹＥ ＢＹＥ

大枝　健一 一般 吉川　陽夫 新川倶楽部

劉　玄飛 一般 森田　秀昭 ｼﾙｸ
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シード No. 氏名 所属 1R 2R 3R QF SF SF QF 3R 2R 1R 氏名 所属 No. シード

古田　英子 一般 工藤　聖絵子 ハニービーンズ

飯田　祥子 一般 島田　恵 一般

池田　真紀 一般 長崎　洋子 一般

本橋　あさみ 一般 石橋　順子 一般

斉藤　友起子 一般 戸島　智子 一般

百瀬　恵美 一般 熊谷　僚子 一般

犬養　良子 一般 石井　美鈴 一般

原田　真由美 一般 佐伯　淳子 一般

BYE BYE

吉岡　亜紀 一般 増田　稚代 一般

山田　みどり 一般 涌井　悦子 一般

和田　照世 PST 高橋　典子 ｼﾙｸ

本間　玲子 PST 高谷　和美 ｼﾙｸ

小野寺　陽子 ｼﾙｸ BYE

加藤　直子 ｼﾙｸ

高井　智津子 一般 村越　友子 一般

内田　国女 一般 神谷　照江 一般

中村　えり子 一般 岩間　和子 一般

佐藤　梢 一般 岩間　由香 一般

古山　三重 ハニービーンズ 小林　淑子 富士重工

森本　由美 ハニービーンズ 金子　恵美子 富士重工

宮崎　康代 一般 鈴木　朋子 トパーズ

深原　由美子 一般 石川　朋 トパーズ

田野入　美樹 PST 出町　郁子 一般

林　露子 PST 出町　厚子 一般

大西　加奈子 とえてに 下川　澄子 ハニービーンズ

関根　和 とえてに 鶴岡　紀子 ハニービーンズ

富岡　由里 一般 辻　千加 一般

島根　あゆみ 一般 大桑　和子 一般

秋葉　靖子 トパーズ 平瀬　和子 一般

波多野　越子 トパーズ 平瀬　夏帆 一般

BYE 渡辺　雅子 トパーズ

上田　小雪 トパーズ

酒井　美千代 PST 堀　嘉津子 ﾗﾄﾘｴ

石田　恵子 PST 中山　あずさ ﾗﾄﾘｴ

藤村　美香 一般 小宮　紬 野川クラブ

竹村　知子 一般 外園　桃花 野川クラブ

BYE BYE

佐久間　美奈 たまちゃんず 福井　幸代 一般

白間　摩理 たまちゃんず 福井　彩乃 一般

佐藤　信江 一般 掃部　雅子 パワーテニス

菊地　みゆき 一般 黒崎　文乃 パワーテニス

山崎　陽子 ハニービーンズ 高梨　恵美子 一般

本橋　真紀 ハニービーンズ 橋本　理恵 一般

古瀬　幸子 ﾗﾄﾘｴ 桑田　佳恵 MSTC

佐々木　郷子 一般 清水　良枝 MSTC
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シード No. 氏名 所属 1R 2R QF SF SF QF 2R 1R 氏名 所属 No. シード

戸島　翔吾 都立三鷹 一町田　侃 都立三鷹

栗原　慧 都立三鷹 熊谷　創 都立三鷹

植木　俊輔 都立三鷹 BYE

松村　颯太郎 都立三鷹

椙山　慎哉 都立三鷹 黒岩　憲吾 都立三鷹

樋渡　雅樹 都立三鷹 渡邉　竹登 都立三鷹

小野　来輝 都立三鷹 綾戸　涼輔 都立三鷹

伊藤　駿 都立三鷹 北山　大智 都立三鷹

BYE 梅澤　芽吹 都立三鷹

大塚　柊吾 都立三鷹

芝花　郁人 三鷹6中 森田　賢 三鷹6中

室山　晶 三鷹6中 田中　智之 三鷹6中

松島　裕 都立三鷹 山田　一幾 都立武蔵中

山田　響生 都立三鷹 宮本　恵司 都立武蔵中

望月　柊太朗 三鷹6中 BYE

敦賀　怜介 三鷹6中

土岐　慶 都立三鷹 安田　眞都 都立三鷹

林　優希 都立三鷹 加納　葵志 都立三鷹

石崎　亮 都立三鷹 宍甘　遼輔 都立三鷹

中野　辰哉 都立三鷹 佐藤　優樹 都立三鷹

BYE 廣田　陸 三鷹6中

新川　輝明 三鷹6中

江尻　龍馬 都立三鷹 馬場　輝範 都立三鷹

石田　祐赦 都立三鷹 吉野　貴浩 都立三鷹

シード No. 氏名 所属 1R 2R QF SF SF QF 2R 1R 氏名 所属 No. シード

矢野　名那子 三鷹6中 多田　桃花 三鷹6中

村田　絵理 三鷹6中 小野　陽菜 三鷹6中

ＢＹＥ 齋藤　未夢 都立三鷹

山本　楓乃 都立三鷹

平田　結万 三鷹4中 羽部　空海 都立三鷹

三代川　純嶺 三鷹4中 前田　悠希 都立三鷹

小川　真依 都立三鷹 石塚　鈴音 都立武蔵中

浜本　美優 都立三鷹 上田　七海 都立武蔵中

滝沢　紅麗葉 三鷹4中 橋本　捺希 三鷹4中

佐藤　史菜 三鷹4中 関　香月 三鷹4中

遠藤　もも香 都立三鷹 町田　珠季 都立三鷹

大林　渓 都立三鷹 村上　千華 都立三鷹

佐々木　結那 三鷹6中 ＢＹＥ

川西　那奈 三鷹6中

平林　明日夏 都立三鷹 若井　唯奈 三鷹6中

関　柚花 都立三鷹 小曽納　瞳 三鷹6中

平井　あかり 三鷹6中 榎本　美優 都立三鷹

宮崎　麻由子 三鷹6中 境田　彩乃 都立三鷹

BYE 渡邊　麻理依 都立武蔵中

上村　優美 都立武蔵中

片山　綾菜 都立三鷹 二見　モモ 三鷹6中

田野　真海 都立三鷹 杉本　美祐 三鷹6中

曹　七海 三鷹4中 土田　碧海 三鷹4中

中島　綾音 三鷹4中 玉田　なつみ 三鷹4中

岡田　奈那美 都立三鷹 川口　真帆 三鷹6中

三好　定倫 都立三鷹 大矢　怜音 三鷹6中

小林　知音 三鷹4中 浜本　佳奈 都立三鷹

加賀　美琴 三鷹4中 矢坂　琴音 都立三鷹

馬場　海帆 都立三鷹 ＢＹＥ

伊藤　真葉 都立三鷹

安藤　杏夏 三鷹6中 川上　亜里紗 都立三鷹

鈴木　瑛梨奈 三鷹6中 加藤　有菜 都立三鷹
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シード No. 氏名 所属 1R 2R 3R QF SF SF QF 3R 2R 1R 氏名 所属 No. シード

野中　信史 一般 酒井　浩 一般

原田　真由美 一般 中村　えり子 一般

東　大介 一般 BYE

東　亜美 一般

高倉　純 ｼﾙｸ 佐藤　毅 とえてに

宇佐美　敦代 一般 佐藤　美緒 とえてに

加藤　建人 一般 藤村　孝夫 一般

加藤　彩夏 一般 藤村　美香 一般

小見野　晃 ハニービーンズ 今給黎　直明 野川クラブ

小見野　恵美 ハニービーンズ 今給黎　江里奈 野川クラブ

松井　秀信 一般 坂上　智洋 ハニービーンズ

小林　直子 一般 坂上　香織 ハニービーンズ

戸塚　公章 一般 矢代　善路 一般

佐藤　梢 一般 池田　真紀 一般

犬養　栄一 一般 姫野　和祐 新川倶楽部

犬養　良子 一般 阿部　るり子 ｼﾙｸ

川瀬　亮彦 PST 海老澤　健之 一般

里井　裕子 PST 齋藤　友起子 一般

内山　哲一 一般 清水　賢治 MSTC

村田　真弓 市民倶楽部 清水　良枝 MSTC

遠藤　達哉 一般 藤瀬　隆始 ﾗﾄﾘｴ

遠藤　順子 一般 加藤　明子 ﾗﾄﾘｴ

島根　博昭 一般 寺田　充 ハニービーンズ

島根　あゆみ 一般 森本　由美 ハニービーンズ

網代　浩公 ＧＲＩＤ 田辺　裕司 一般

網代　千紗 ＧＲＩＤ 石田　恵子 一般

柴田　孝 一般 福島　隆一 アラカルト

小野寺　陽子 ｼﾙｸ 福島　真理子 アラカルト

家　正則 一般 渡辺　知二 ハニービーンズ

関　久美 一般 大塚　真希 一般

永井　正彦 ハニービーンズ 渡辺　広幸 ﾄﾊﾟｰｽﾞ

鶴岡　紀子 ハニービーンズ 渡辺　雅子 ﾄﾊﾟｰｽﾞ

BYE 富永　明彦 一般

富永　香 一般

中道　浩明 一般 鶴薗　英久 ｼﾙｸ

内田　国女 一般 加藤　直子 ｼﾙｸ

伊藤　要道 野川クラブ 酒井　秀 一般

伊藤　薫 野川クラブ 酒井　美千代 PST

BYE BYE

宇田川　博之 一般 辻　光盛 ハニービーンズ

宇田川　裕恵 一般 辻　千加 一般

白井　和夫 ﾗﾄﾘｴ 齋藤　芳人 PST

白井　紀子 ﾗﾄﾘｴ 本橋　あさみ 一般

掃部　朋広 一般 岡村　正和 一般

掃部　雅子 パワーテニス 山本　祥代 一般

鈴木　敏光 一般 塩原　且宏 ｼﾙｸ

鈴木　由里子 一般 塩原　敏美 ｼﾙｸ

本橋　正昭 ハニービーンズ 中野　直行 野川クラブ

本橋　真紀 ハニービーンズ 中野　萌笑 野川クラブ

長瀬　賢二 ﾄﾊﾟｰｽﾞ 中山　博貴 ﾗﾄﾘｴ

長瀬　佳子 一般 中山　あずさ ﾗﾄﾘｴ

原　慎二 PST 田口　恒雄 一般

今田　樹里 PST 田口　玲子 一般

中村　憲児 一般 佐藤　隆史 一般

中村　薫子 一般 金子　恵美子 富士重工

由井　伸一 ｼﾙｸ 高橋　伸行 一般

高橋　典子 ｼﾙｸ 高橋　けい子 一般

中村　耕久 一般 島田　誠 すまあとｽﾃｯﾌﾟ

田口　麗子 一般 島田　清子 すまあとｽﾃｯﾌﾟ

小林　規将 ハニービーンズ 白良　裕一 ハニービーンズ

工藤　聖絵子 ハニービーンズ 白良　春香 一般

三重野　宏 一般 吹野　弘明 一般

涌井　悦子 一般 吹野　真芙美 一般

増田　幸男 一般 秋葉　一幸 一般

増田　雅代 一般 秋葉　靖子 ﾄﾊﾟｰｽﾞ

竹田　圭佑 一般 田中　邦一 一般

平瀬　和子 一般 田中　珠子 一般

BYE 野本　浩一 一般

野本　昌子 一般

比留間　隆 アラカルト 福田　明博 一般

福田　敬子 パワーテニス 福田　智子 パワーテニス
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渡辺　勇一 とえてに 望月　健 市民倶楽部

富永　旭央 とえてに 清家　洋二 市民倶楽部

BYE 新井　明 ﾗﾄﾘｴ

田中　邦一 ﾗﾄﾘｴ

長山　憲明 ｼﾙｸ 大津　修一 ハニービーンズ

長山　浩明 ｼﾙｸ 斎藤　光司 ハニービーンズ

三俣　大輔 ハニービーンズ 水野　陽平 ＭＩＴＴ

斉藤　篤 ハニービーンズ 佐藤　純一 ＭＩＴＴ

竹内　則雄 ＧＲＩＤ 戸島　敦嗣 一般

大西　亮 ＧＲＩＤ 北條　真一 一般

赤澤　満 一般 原　慎二 PST

大羽　翼 一般 植松　明彦 PST

古田　光弘 一般 増田　幸男 一般

古田　吏 一般 三重野　宏 一般

穂積　幸雄 一般 御正　修 一般

遠藤　重一郎 一般 良知　伸樹 一般

岡田　高志 ＭＩＴＴ 松田　遼 ＧＲＩＤ

平井　俊一 ＭＩＴＴ 市川　堅太郎 ＧＲＩＤ

佐藤　隆史 一般 四之宮　英則 一般

植木　俊也 一般 秋葉　一幸 一般

白井　和夫 ﾗﾄﾘｴ 福田　明博 一般

石原　浩二 ﾗﾄﾘｴ 福島　正啓 パワーテニス

中道　浩明 一般 朝日　智紀 一般

冨田　斉 一般 沖守　悠太 一般

岡村　正和 一般 櫻木　康二郎 一般

大畑　博一 一般 渡邉　笙 一般

酒井　浩 一般 西宮　晋 PST

酒井　秀 一般 石原　弘之 PST

亀井　寛之 一般 冨林　正樹 野川クラブ

野元　健司 一般 小宮　和之 野川クラブ

江口　博之 PST 佐々木　栄一 一般

岡田　密 PST 野本　浩一 一般

牧田　広樹 MSTC 白良　裕一 ハニービーンズ

桑原　幹 MSTC 古田　真一郎 ハニービーンズ

内藤　敏明 一般 小林　大輔 一般

内藤　明 一般 西谷　昌純 一般

小林　規将 ハニービーンズ 増田　真一 PST

坂上　智洋 ハニービーンズ 原　尚洋 PST

大鳥　亘彦 一般 原　裕司　 一般

増田　勇太 一般 高橋　伸行 一般

河石　忠司 PST 鈴木　和彰 野川クラブ

小長井　順 PST 中野　直行 野川クラブ

安澤　優 一般 東　大介 一般

久積　幹司 一般 上村　慎一 一般

熊井　伸哉 一般 西村　拓也 一般

熊井　響希 一般 川口　雅大 一般

野口　潤 ＭＩＴＴ 渡辺　知二 ハニービーンズ

水上　智宏 ＭＩＴＴ 寺田　充 ハニービーンズ

網代　浩公 ＧＲＩＤ 村瀬　健太 ＧＲＩＤ

貴志　和生 ＧＲＩＤ 齋藤　祐大郎 ＧＲＩＤ

渡辺　伸司 一般 宮﨑　秀宜 一般

佐藤　直之 一般 園田　兼大 一般

杉本　雅佳 一般 遠藤　達哉 一般

河合　亮 一般 中島　隆幸 一般

渡辺　広幸 ﾄﾊﾟｰｽﾞ 斎藤　芳人 PST

本間　憲一郎 ﾄﾊﾟｰｽﾞ 川瀬　亮彦 PST

島田　竜祐 すまあとｽﾃｯﾌﾟ 細川　和洋 とえてに

中村　博 すまあとｽﾃｯﾌﾟ 畠山　忠之 一般

小見野　晃 ハニービーンズ 永井　正彦 ハニービーンズ

辻　光盛 ハニービーンズ 吉田　浩人 ハニービーンズ

前田　啓一 一般 BYE

野々下　亮二 一般

小柳　輝明 MSTC 藤村　孝夫 一般

山本　和正 MSTC 海老澤　健之 一般
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