
訂正：3/23
男子Ａクラス
ドローNo チーム名 所属 No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9 No.10 No.11 No.12

1 SSテニスクラブ1 SSテニスクラブ 梅澤 政樹 島村 広輝 山脇 聡 鳥居 瑞紀 高寺 俊介 伊藤 翔太郎 村田 寛彰 松本 彰 安部 憲治 宇野澤 孝次 関根 孝 関根 和明
2 広栄化学③ 広栄化学 平 純一 川瀬 俊寿 矢崎 祥 古川 英志 大木 茂 安蒜 真司 児玉 祐昌 吉田 太一     
3 住友化学A 住友化学 我妻 祐樹 二井矢 恭 中尾 康弘 下嶋 宏明 大鐘 卓也        
4 広栄化学② 広栄化学 嶋田 壮馬 斎藤 叡 石井 英慈 三好 優人 石井 琳太郎 瀧口 秀一 藤井 正明 栗原 茂 三好 哲紀 栗山 欣也 松浦 通明  
5 Bye
6 古河電工千葉 古河電工 竹内 哲也 石川 重雄 緒方 伸彦 鈴木 康夫 林津 好寿 小池 真 豊泉 諒 星野 勝大 安齋 康弘 舟橋 政樹 森 澄人  
7 三井化学A 三井化学 山田 直弘 井上 泰希 神尾 和教 夏地 智之 今川 秋彦 岡崎 真喜 工藤 雄太 市原 有人 坂東 秀樹 真野 昂裕   
8 ジャストアウト1 ジャストアウト 伊藤 綜汰 伊藤 誠一 久良木 俊昭 関 直哉 佐藤 尚久 磯貝 康広 大野 俊幸 向山 勝大 大吉 貴宏 佐藤 卓大   
9 広栄化学① 広栄化学 篠原 直貴 鈴木 海理 鈴木 義隆 大野 哲郎 鈴木 那央 吉原 朋征 大塚 典英 荒川 直也 大橋 勇人 紀野 秀俊   
10 DIC千葉 DIC千葉 東 一郎 野村 宗矢 奥 一茂 菊地 末康 大井 基裕 小柴 千昂 原 裕二郎 小川 忠之 深堀 崇 赤木 大樹 水鳥 義一 市瀬 雅一
11 ライジング ライジングショット 山下 一樹 富田 篤史 村上 武夫 喜友名 朝則 内村 豪 種田 永遠 草刈 正文 鳥海 翔太 和嶋 隆昌 高橋 郁矢 磯貝 仁志 伊藤 拓也
12 シュガーTC市原 新東日本シュガーTC林 昌幸 坂本 真樹 保戸田 寛章 坂本 真吾 佐久間 朗 長島 智 是枝 亜樹 横張 壮信 武藤 満章 横尾 知則 佐藤 武男 野口 毅

 
男子Ｂクラス
ドローNo チーム名 所属 No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9 No.10 No.11 No.12

1 JNC石油化学① JNC石油化学 榎木 信雄 渡部 晃 川本 康貴 久田 亜理州 佐郷 弘毅 岡本 翔太 勝浦 徹 真保 洋伸 鷹取 裕介    
2 CATC CATC 石塚 信 中原 英雄 西山 暢一 大塚 浩明 安田 大一郎 石井 純 梶田 芳宏 高橋 郁夫 永井 登 福島 憲佑 岡 真一郎 渥美 裕
3 ちはら台TC ちはら台テニスクラブ 高橋 哲朗 林 勝 横溝 邦彦 島田 太久哉 仲本 勉 菅野 拓 山下 治平 丸山 正三     
4 フィフス フィフス 石井 翔太 高橋 健吉 土屋 憲旦 金澤 直樹 岩谷 航平 伊藤 葵 中島 浩基 土屋 健太     
5 Bye
6 出光興産 出光興産 米川 太 原 新吾 西賀 新二 遠山 勝大 小西 卓巳 山川 文雄 都築 正知 船越 尚樹 嶋田 雅人 大前 一将   
7 ITC ITC 齋藤 衛 嶋田 正喜 平山 治 山﨑 優 玉野 仁紀 麻原 隆徳       
8 Bye
9 プライムM1 プライムTC 若林 豊 長嶋 諭 松本 和憲 飯川 正太 島田 勝弘 石木戸 治 田上 伸博 土居 啓司     
10 SSテニスクラブ2 SSテニスクラブ 篠崎 雅一 高野 修 土橋 博美 深山 亮 北田 吉男 畠山 正夫 山田 敬一 高森 優 西野 智樹 滝口 浩   
11 Bye
12 姉崎TC１ 姉崎テニスクラブ 大木 虎太朗 高橋 徹 石井 圭太 高橋 元行 五十嵐 然人 成田 徳治       
13 丸善石油化学 丸善石油 福脇 重幸 久保田 昌孝 内田 隼人 宇野 春生 徳重 裕也 川口 聡 荒川 雄一郎 根元 優希 中島 司貴 宮ヶ原 大 長島 拓也 藤田 惺大
14 Bye
15 姉崎TC２ 姉崎テニスクラブ 菊地 弘晶 瀧澤 進 菅家 聖太 川野 富成 早友 凌太 石渡 政彦 佐藤 賢了      
16 日本板硝子 日本板硝子 田口 雅文 平岡 進也 住宮 悟 岡崎 義也 橋本 裕俊 高橋 達郎 清原 康一郎 井口 一行 福田 浩康 和田 大正 河野 貴嗣  
17 Bye
18 ダウ･東レ ダウ･東レ 林 正之 武政 隆夫 鈴木 祥吾 来栖 行利 岡部 一利 宅萬 修 宮城 拓弥      
19 キャロット１ キャロット 中村 季暉 鈴木 雄也 田中 紺 芝田 信之 宮元 隆司 古賀 浩二 藤木 太郎 木津 進 山田 雅之 中村 幸男 河西 幸広  
20 Bye
21 ライジング ライジングショット 大峡 浩幸 宮崎 和則 福井 立朋 鈴木 孝行 佐々木 昇 石井 友博 吉田 道徳 高山 和良 夏見 勲 永尾 浩一 中野 俊嗣  
22 住友化学B 住友化学 有薗 謙太 一宮 宜也 奥平 幸成 別宮 弘祥 大橋 龍二 田中 康太郎 永野 明弘 石井 幸一 高橋 俊 福田 知弥   
23 Bye
24 ジャストアウト2 ジャストアウト 北村 和成 坂野 操 石丸 和人 渡辺 秀樹 大久保 正紀 土屋 和男 須藤 順一 吉田 浩二 太田 寿彦 山田 浩之 小林 敏典  



男子Ｃクラス
ドローNo チーム名 所属 No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9 No.10 No.11 No.12

1 AGC AGC 村瀬 景信 別府 祥太郎 渡邉 憲太郎 秋谷 卓志 梁瀬 航太郎 遠藤 隆行 浜崎 一夫 長井 宏樹 佐々木 徹 浜崎 俊一 畑澤 洋平  
2 三菱製鋼 三菱製鋼 栗原 祐介 岡本 太地 磯山 勇氣 安西 健治 綱島 浩二 城 達也 佐藤 博文 渡邉 博紀 花村 輝久 山内 亮太 有馬 光彦  
3 国分寺台ＴＣ2 国分寺台テニスクラブ 堀口 清 野中 雅仁 成塚 定司 杉崎 均 澤田 友孝 杉浦 正吾 島田 英敏 梅尾 耕志 服部 茂    
4 旭ダイヤTC 旭ダイヤTC 廣瀬 俊 風間 洋明 佐藤 学 星野 豪 佐川 和弘 廣瀬 真虎 平川 翔      
5 Bye
6 もふx2 もふx2てにすくらぶ 柳田 大志 加藤 広之 橋本 敏清 金子 正登 柳田 雅也 八尾 隆史 高橋 薫      
7 PolePole-U Pole_Pole 和田 敏幸 小山 明 佐藤 晃 小木田 春雄 安田 勉 大吉 宏二郎       
8 プライムM２ プライムTC 亀井 啓一郎 梅田 和弘 宮崎 均 鈴木 浩 岩崎 立哉 大野 敬 吉田 直行      
9 KHネオケム KHネオケム 安藤 聡弥 高浦 和也 菊岡 節夫 横井 亮介 斎藤 績 斎藤 智徳 岡田 英雄 長島 直矢 小野寺 鋼二 田中 大夢 今井 篤 今井 遼
10 光風台TC 光風台TC 高田 康之 稲垣 寛喜 照屋 裕斗 岡庭 将生 柳田 将樹 田中 嘉聡 阿部 理      
11 Bye
12 日本曹達 日本曹達 奥野 俊一 秋田 勝幸 平山 猛 梶田 理 山下 貴大 野崎 俊史 河西 拓也      
13 PolePole-S Pole_Pole 飯塚 和久 山畑 利行 中津川 哲雄 船山 薫 古山 浩 五十嵐 篤生 宮内 寿男      
14 Bye
15 ITC ITC 大熊 敏志 山本 博 渡辺 良和 鶴岡 佳男 牧野 裕之 植草 尚也       
16 JNC石油化学② JNC石油化学 岩崎 隆行 青野 年治 寺岡 雄二 北川 圭司 平木 聡一郎 薮内 康弘 三嶋 潤 露崎 宏一 宮嶋 崇    
17 Bye
18 国分寺台ＴＣ1 国分寺台テニスクラブ 久保田 康幹 柴田 照正 佐藤 鶴久 中島 俊彦 石川 道雄 山本 洋一 相庭 勝宏     
19 泉台S&S 泉台S&S 前川 弘志 川名 和昭 児山 信夫 星野 富生 山内 重彦 石橋 武士       
20 Bye
21 プライムM３ プライムTC 阿部 貢 山本 昌伯 岡村 毅 小島 秀雄 田久保 隆英 内桶 勉 櫨木 幸雄      
22 ちはら台TC ちはら台テニスクラブ 香下 寿雄 古川 晴雄 石井 勝吉 今石 三男 牛尾 進一 西山 恭広 千田 建一      
23 キャロット２ キャロット 初岡 道暢 高木 昇 高崎 保 坪倉 岳志 中島 孝明 松麿 康廣 山田 信人 有馬 弘一 井上 一也 百々 功一 中山 恵司  
24 昭和電工千葉 昭和電工千葉 原田 尚仁 末岡 義人 野上 顕悟 伊世 大樹         

女子Ａクラス
ドローNo チーム名 所属 No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9 No.10 No.11 No.12

1 花楓 花楓 間宮 和奈 野中 由美佳 榎木 みゆき 萱間 真奈美 松本 尚意 千葉 尚美 黒川 結夏 中山 美樹 赤城 あずさ 鈴木 春佳   
2 ジャストアウト2 ジャストアウト 岡村 浅子 高垣 道子 前田 めぐみ 笹沼 美恵子 半澤 千加子 太田 志津子 前田 咲喜 林 郁乃     
3 もふx2 もふx2てにすくらぶ 谷本 勢津子 増田 久実 土田 久美子 齋藤 芳 齋藤 里菜 菅野 めぐみ 清田 知恵 河内 恵美子 平岡 香織    
4 広栄化学 広栄化学 大野 早希 鈴木 結子 荒川 麻由香 山田 美咲 永島 真由美 松浦 さおり 三縄 莉子 小野 陽菜 紀野 悠希 藤谷 里美   
5 プライムW1 プライムTC 田上 京子 坂野 敦子 吉田 加代子 白本 智香子 石木戸 佳代子        
6 DIC千葉 DIC千葉 高橋 ひらり 沢出 亜矢子 大岡 絵里奈 江口 舞 伊藤 静花 松本 萌美 長瀬 汐里      
7 キャロット キャロット 高崎 桂子 加瀬 嘉子 高木 智子 西川 優子 永井 恭子 石井 公子 佐藤 春美      
8 ジャストアウト1 ジャストアウト 實 陽子 山田 麻由美 伊藤 加夏 向山 ひとみ 保坂 紀子 鈴木 朋世 佐々木 愛 久良木 明美     
9 PolePole-さくら Pole_Pole 五十嵐 幸江 古川 まりこ 安池 貴実代 木下 ふみ子 須藤 美保 木村 悦子 森田 雅子 新井 千佳 細江 幸子    
10 AGC AGC 鈴木 裕子 津下 冨美子 池田 小百合 長與 美奈子 青野 しのぶ 岩崎 真由美 秋山 ゆかり      
11 KHネオケム KHネオケム 玉手 佳代 小倉 美春 古野 和美 中村 美智子 平井 純子 今井 保美 衣川 朋子 佐藤 絵美     
12 シュガーTC市原 新東日本シュガーTC 日向 美志 酒井 知代子 小野 礼子 野木 佳子 岩上 なつき 澤田 尚美 佐久間 智子      

女子Ｂクラス
ドローNo チーム名 所属 No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9 No.10 No.11 No.12

1 シュガーTC市原 新東日本シュガーTC石山 美都子 武藤 夏子 山越 裕美 大野木 博美 濱津 由佳 澤田 まさみ 篠田 奈美子      
2 ちはら台TC ちはら台テニスクラブ上田 恵津子 渡部 奈央 奥田 和子 中村 悦子 江澤 たけ 松本 三知代 大貫 純子 千田 孝子 佐々木 文子 仲本 初代 入江 和子 柳井 和子
3 フィフス フィフス 石井 由布子 及川 則子 木村 由美 青木 利華 曽根 涼子 宇田川 由紀子 倉持 紀子 工藤 陽子     
4 アルドールTS アルドールテニスステージ高橋 奈穂 石井 美香 大塚 愛生 安野 利香 山澤 美枝子 由井 麻美       
5 Bye
6 プライムW２ プライムTC 永島 ひとみ 高瀬 真紀 岩崎 志津子 亀井 由加里 田久保 明美 小幡 てい子       
7 TCK TCK 中村 美樹 渡邉 寿恵 田辺 三千代 大友 景子 舟木 郁 石原 未来 飯塚 郁子      
8 Bye
9 JNC石油化学 JNC石油化学 村城 裕美 本忠 洋子 澤地 やよい 小関 美奈子 窪内 希恵 久田 梨香       
10 PolePole-若草 Pole_Pole 宮田 典子 本間 みき 池田 明恵 田中 慶子         
11 Bye
12 ウエストコート ウエストコート 坂田 みゆき 永池 直美 川合 美津紀 石塚 真理 大川 尚子 野中 久子 丹 貞子      


