
一般女子

２-A ヨネックス株式会社 片野　理音 カタノ　リオン 一般 女子 東京 ヨネックス 女

２-B ヨネックス株式会社 小松　芹奈　 コマツ　セリナ 一般 女子 東京 ヨネックス 女

1-A 市川ソフトテニスクラブ 上坂　香純 カミサカ　カスミ 一般 女子 市川支部 市川クラブ 女

1-B 市川ソフトテニスクラブ 吉村　寛子 ヨシムラ　ヒロコ 一般 女子 市川支部 市川クラブ 女

1-A 小金原ソフトテニスクラブ 小張　美咲 コバリ　ミサキ 一般 女子 松戸支部 小金原ソフトテニスクラブ 女

1-B 小金原ソフトテニスクラブ 勝見　明日香 カツミ　アスカ 一般 女子 木更津支部 木友ソフトテニスクラブ 女

1-A 國學院大學 小川ことみ オガワ　コトミ 一般 女子 日本学連 國學院大學 女

1-B 國學院大學 鈴木　叶 スズキ　カナウ 一般 女子 日本学連 國學院大學 女

４-A 木友ソフトテニスクラブ 成田　衿菜 ナリタ　エリナ 一般 女子 市原支部 木友ソフトテニスクラブ 女

４-B TEAM.T.G. 木川　杏南 キカワ　アンナ 一般 女子 香取支部 TEAM.T.G 女

５-A 明治大学 齋木　菜々花 サイキ　ナナカ 一般 女子 市原支部 明治大学 女

５-B ルーセント 河村　希美 カワムラ　ノゾミ 一般 女子 茂原支部 勝浦クラブ 女

一般男子

1-A ヨネックス株式会社 岡田　凌旺 オカダ　リョオ 一般 男子 学連 國學院大學 男

1-B ヨネックス株式会社 榊原　耕平 サカキバラ　コウヘイ 一般 男子 東京 ヨネックス 男

1-A 国士舘大学 甲佐　柊弥 コウサ　シュウヤ 一般 男子 学連 国士舘大学 男

1-B 國學院大學 長　知弥 チョウ　トモヤ 一般 男子 学連 國學院大學 男

８-A 習志野ソフトテニスクラブ 石川　巧基 イシカワ　コウキ 一般 男子 習志野支部 習志野クラブ 男

８-B 習志野ソフトテニスクラブ 足立　壮介 アダチ　ソウスケ 一般 男子 習志野支部 習志野クラブ 男

1-A Rev 内匠屋　敦 タクミヤ　アツシ 一般 男子 山武支部 Rev 男

1-B Rev 椎名　巧 一般 男子 山武支部 Rev 男

２-A Rev 宇津木　隆 ウツギ　タカシ 一般 男子 山武支部 Rev 男

２-B Rev 管浪　悟 カンナミ　サトル 一般 男子 山武支部 Rev 男

２-A 成田クラブ 谷口　大河 タニグチ　タイガ 一般 男子 印旛支部 成田クラブ 男

２-B 成田クラブ 木川　拓也 キカワ　タクヤ 一般 男子 印旛支部 成田クラブ 男

1-A 成田クラブ 新井　健市 アライ　ケンイチ 一般 男子 印旛支部 成田クラブ 男

1-B 成田クラブ 金子　康平 カネコ　コウヘイ 一般 男子 印旛支部 成田クラブ 男

１０-A 小金原ソフトテニスクラブ 井上　翔 イノウエ　ショウ 一般 男子 千葉支部 千葉クラブ 男

１０-B 小金原ソフトテニスクラブ 小川　佳祐 オガワ　ケイスケ 一般 男子 松戸支部 小金原ソフトテニスクラブ 男

１２-A 小金原ソフトテニスクラブ 矢代　蒼季 ヤシロ　ソウキ 一般 男子 松戸支部 小金原ソフトテニスクラブ 男

１２-B 小金原ソフトテニスクラブ 松村　優成 マツムラ　ユウセイ 一般 男子 松戸支部 小金原ソフトテニスクラブ 男

３-A 流山クラブ 原田　達也 ハラダ　　タツヤ 一般 男子 市川支部 市川クラブ 男

３-B 流山クラブ 豊田　要 トヨタ　カナメ 一般 男子 流山支部 流山クラブ 男

1-A 我孫子市役所 稲垣　公亮 イナガキ　コウスケ 一般 男子 我孫子鎌ケ谷支部 我孫子市役所 男

1-B 小金原クラブ 高藤　悠司 タカトウ　ユウジ 一般 男子 松戸支部 小金原クラブ 男

３-A 木友ソフトテニスクラブ 秋月　貴裕 アキツキ　タカヒロ 一般 男子 松戸支部 木友クラブ 男

３-B 木友ソフトテニスクラブ 高橋　健人 タカハシ　ケント 一般 男子 君津支部 日本製鉄君津 男

４-A 木友ソフトテニスクラブ 鈴木　椋一 スズキ　リョウイチ 一般 男子 君津支部 オミーズ 男

４-B 木友ソフトテニスクラブ 田中　一稀 タナカ　カズキ 一般 男子 君津支部 オミーズ 男

1-A TeamG.U.R.U.I 鈴木　賀博 スズキ　ヨシヒロ 一般 男子 松戸 小金原クラブ 男

1-B TeamG.U.R.U.I 竹内　大地 タケウチ　ダイチ 一般 男子 市川 TeamG.U.R.U.I 男

1-A 市川市役所ソフトテニス部 十津川　将義 トツカワ　マサヨシ 一般 男子 市川支部 市川市役所 男

1-B 市川市役所ソフトテニス部 秋元　祐介 アキモト　ユウスケ 一般 男子 市川支部 市川市役所 男

２-A 市川市役所ソフトテニス部 永田　愉吉 ナガタ　ユキチ 一般 男子 市川支部 市川市役所 男

２-B 市川市役所ソフトテニス部 戸田　和宏 トダ　カズヒロ 一般 男子 市川支部 市川市役所 男

1-A STOC 若林　達也 ワカバヤシ　タツヤ 一般 男子 茂原支部 STOC 男

1-B STOC 酒井　幸雄 サカイ　ユキオ 一般 男子 茂原支部 茂原市役所 男

２-A STOC 芦原　潤 アシハラ　ジュン 一般 男子 茂原支部 STOC 男

２-B STOC 萩原　将貴 ハギワラ　マサキ 一般 男子 茂原支部 STOC 男

３-A STOC 及川　清貴 オイカワ　キヨタカ 一般 男子 茂原支部 STOC 男

３-B STOC 平野　宏昌 ヒラノ　コウスケ 一般 男子 茂原支部 STOC 男

４-A STOC 平野　敬三 ヒラノ　ケイゾウ 一般 男子 茂原支部 STOC 男

４-B STOC 山口　陵介 ヤマグチ　リョウスケ 一般 男子 茂原支部 STOC 男

５-A STOC 加藤　大晴 カトウ　タイセイ 一般 男子 茂原支部 STOC 男

５-B STOC 西山　七海斗 ニシヤマ　ナミト 一般 男子 学連 東海大学 男

1-A STOC 飯沼　鉄雄 イイヌマ　テツオ 一般 男子 茂原市部 STOC 男

1-B STOC 西田　光貴 ニシダ　コウキ 一般 男子 茂原市部 STOC 男

1-A ルーセント 小林　航太 コバヤシ　コウタ 一般 男子 柏支部 ルーセント 男

1-B 船橋クラブ 田中　祐之 タナカ　ユウスケ 一般 男子 船橋支部 船橋クラブ 男

２-A ルーセント 須澤　和徒 スザワ　カズト 一般 男子 柏支部 ルーセント 男

２-B ルーセント 福本　剛士 フクモト　ツヨシ 一般 男子 柏支部 ルーセント 男

３-A ルーセント 西里　樹 ニシザト　イツキ 一般 男子 柏支部 ルーセント 男

３-B ルーセント ミヒニャック　瑠偉 ミヒニャック　ルイ 一般 男子 柏支部 ルーセント 男

４-A ルーセント 吉澤　凌 ヨシザワ　リョウ 一般 男子 柏支部 ルーセント 男

４-B ルーセント 荒木　慎史 アラキ　シンジ 一般 男子 流山支部 流山クラブ 男

1-A オミーズ 小見川優太 オミガワ　ユウタ 一般 男子 君津支部 オミーズ 男

1-B オミーズ 石塚　昭彦 イシヅカ　アキヒコ 一般 男子 君津支部 オミーズ 男

２-A オミーズ 阿部　真治 アベ　シンジ 一般 男子 君津支部 オミーズ 男

２-B オミーズ 石井　拓哉 イシイ　タクヤ 一般 男子 君津支部 オミーズ 男

1-A 帝京大学 渋谷　勇佑 シブヤ　ユウスケ 一般 男子 学連 青山学院大学 男

1-B 帝京大学 渡邉　颯葉 ワタナベ　ソウヨウ 一般 男子 学連 帝京大学 男

1-A 東京ガス 溝端　亮二 ミゾハタ　リョウジ 一般 男子 東京 東京ガス 男

1-B 東京ガス 齋藤　大樹 サイトウ　ダイキ 一般 男子 山武支部 ふれあいクラブ 男

1-A TEAM.T.G. 斉藤　和人 サイトウ　カヅト 一般 男子 香取支部 TEAM.T.G 男

1-B TEAM.T.G. 松橋　彰紀 マツハシ　アキノリ 一般 男子 香取支部 TEAM.T.G 男

２-A TEAM.T.G. 斉藤　将希 サイトウ　マサキ 一般 男子 香取支部 TEAM.T.G 男

２-B TEAM.T.G. 宮田　尚季 ミヤタ　ナオキ 一般 男子 香取支部 TEAM.T.G 男

３-A TEAM.T.G. 佐藤　充弘 サトウ　ミツヒロ 一般 男子 香取支部 TEAM.T.G 男

３-B TEAM.T.G. 松井　拓也 マツイ　タクヤ 一般 男子 香取支部 TEAM.T.G 男

1-A 中央大学 山下　真央 ヤマシタ　マオ 一般 男子 学連 立教大学 男

1-B 中央大学 西田　駿人 ニシダ　ハヤト 一般 男子 学連 中央大学 男

1-A 法政大学 遠藤　陸斗 エンドウ　リクチ 一般 男子 学連 法政大学 男

1-B 法政大学 滝瀬　敬太 タキセ　ケイタ 一般 男子 学連 同志社大学 男

1-A 帝京大学 角田　将真 ツノダ　ショウマ 一般 男子 学連 帝京大学 男

1-B 帝京大学 山賀　将貴 ヤマガ　マサキ 一般 男子 学連 東洋大学 男

1-A 城西大学 佐久間　漣華 サクマ　レン 一般 男子 学連 城西大学 男

1-B 城西大学 井上　駆 イノウエ　カケル 一般 男子 学連 東洋大学 男

1-A 市川ソフトテニスクラブ 赤羽根　啓輔 アカバネ　ケイスケ 一般 男子 市川支部 市川クラブ 男

1-B 市川ソフトテニスクラブ 篠原　勇樹 シノハラ　ユウキ 一般 男子 市川支部 市川クラブ 男

２-A 市川ソフトテニスクラブ 品川　大樹 シナガワ　ダイキ 一般 男子 松戸支部 小金原クラブ 男

２-B 市川ソフトテニスクラブ 千葉　勝 チバ　マサル 一般 男子 市川支部 市川クラブ 男

３-A 市川ソフトテニスクラブ 山田　和弘 ヤマダ　カズヒロ 一般 男子 市川支部 市川クラブ 男

３-B 市川ソフトテニスクラブ 佐々木　知廣 ササキ　トモヒロ 一般 男子 市川支部 市川クラブ 男

４-A 市川ソフトテニスクラブ 近藤　亮太郎 コンドウ　リョウタロウ 一般 男子 市川支部 市川クラブ 男

４-B 市川ソフトテニスクラブ 木谷　有希 キタキ　ユキ 一般 男子 市川支部 市川クラブ 男

５-A 市川ソフトテニスクラブ 今関　新斗 イマゼキ　アラト 一般 男子 市川支部 市川クラブ 男

５-B 市川ソフトテニスクラブ 早見　拓希 ハヤミ　タクキ 一般 男子 柏支部 kfk 男
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35の部女子

２-A 市川ソフトテニスクラブ 大橋　あゆ美 オオハシ　アユミ 35の部 女子 市川支部 市川クラブ 女

２-B 市川ソフトテニスクラブ 小松　美恵 コマツ　ヨシエ 35の部 女子 市川支部 市川クラブ 女

２-A 旭クラブ 高上　佳央梨 タカガミ　カオリ 35の部 女子 海匝支部 旭クラブ 女

２-B 旭クラブ 照沼　絵里 テルヌマ　エリ 35の部 女子 印旛支部 成田クラブ 女

1-A 我孫子ママさんクラブ 橋詰　由紀 ハシズメ　ユキ 35の部 女子 松戸支部 小金原クラブ 女

1-B 我孫子ママさんクラブ 高田　美里 タカダ　ミサト 35の部 女子 我孫子 我孫子ﾏﾏさん 女

２-A 小金原ソフトテニスクラブ 星　梨絵 ホシ　リエ 35の部 女子 松戸支部 小金原ソフトテニスクラブ 女

２-B 小金原ソフトテニスクラブ 赤石　みゆき アカイシ　ミユキ 35の部 女子 松戸支部 小金原ソフトテニスクラブ 女

1-A ソフトテニス千葉クラブ 沼　智恵 ヌマ　トモエ 35の部 女子 千葉支部 千葉クラブ 女

1-B ソフトテニス千葉クラブ 本橋　優美子 モトハシ　ユミコ 35の部 女子 柏支部 柏千代田 女

35の部男子

1-A 成田クラブ 滝口　諒 タキグチ　リョウ 35の部 男子 茂原支部 勝浦クラブ 男

1-B 成田クラブ 松田　憲治 マツダ　ケンジ 35の部 男子 印旛支部 成田クラブ 男

1-A 鎌ヶ谷ソフトテニスクラブ 緒方　清充 オガタ　キヨミツ 35の部 男子 松戸支部 小金原クラブ 男

1-B 鎌ヶ谷ソフトテニスクラブ 加賀屋　陽介 カガヤ　ヨウスケ 35の部 男子 我孫子・鎌ヶ谷支部 鎌ヶ谷ソフトテニスクラブ 男

１３-A 小金原ソフトテニスクラブ 鈴木　達也 スズキ　タツヤ 35の部 男子 松戸支部 小金原ソフトテニスクラブ 男

１３-B 小金原ソフトテニスクラブ 高市　正人 タカイチ　マサト 35の部 男子 流山支部 流山クラブ 男

１４-A 小金原ソフトテニスクラブ 照沼　視世 テルヌマ　シセイ 35の部 男子 松戸支部 小金原ソフトテニスクラブ 男

１４-B 小金原ソフトテニスクラブ 藤﨑　智弘 フジサキ　トモヒロ 35の部 男子 印旛支部 成田クラブ 男

１５-A 小金原ソフトテニスクラブ 平野　秀樹 ヒラノ　ヒデキ 35の部 男子 松戸支部 小金原ソフトテニスクラブ 男

１５-B 小金原ソフトテニスクラブ 工藤　聡 35の部 男子 松戸支部 小金原ソフトテニスクラブ 男

２-A 流山クラブ 蔵本　純一 クラモト　ジュンイチ 35の部 男子 流山支部 流山クラブ 男

２-B 流山クラブ 三宅　裕之 ミヤケ　ヒロユキ 35の部 男子 流山支部 流山クラブ 男

1-A 蘇我ミクス 山川　勝也 ヤマカワ　カツヤ 35の部 男子 千葉支部 蘇我ミクス 男

1-B 蘇我ミクス 山川　雄也 ヤマカワ　ユウヤ 35の部 男子 千葉支部 蘇我ミクス 男

２-A 蘇我ミクス 山口　瞬 ヤマグチ　シュン 35の部 男子 印旛支部 佐倉クラブ 男

２-B 蘇我ミクス 吉田　裕幸 ヨシダ　ヒロユキ 35の部 男子 千葉支部 蘇我ミクス 男

1-A 浦安会 石垣   将洋 イシガキ　マサヒロ 35の部 男子 浦安支部 浦安会 男

1-B 浦安会 小池   俊介 コイケ　シュンスケ 35の部 男子 浦安支部 浦安会 男

1-A 木友ソフトテニスクラブ 太田　裕貴 オオタ　ヒロキ 35の部 男子 市原支部 木友クラブ 男

1-B 木友ソフトテニスクラブ 海老原　良祐 エビハラ　リョウスケ 35の部 男子 松戸支部 小金原クラブ 男

２-A 木友ソフトテニスクラブ 斉藤　祐樹 サイトウ　ユウキ 35の部 男子 市原支部 木友クラブ 男

２-B 木友ソフトテニスクラブ 内藤　允貴 ナイトウ　マサタカ 35の部 男子 市原支部 木友クラブ 男

６-A STOC 菊地 勇斗 キクチ　ユウト 35の部 男子 市川支部 市川クラブ 男

６-B STOC 高木 隆一 タカキ　リュウイチ　 35の部 男子 茂原支部 STOC 男

1-A ときわ平ソフトテニスクラブ 橋詰　真弥 ハシヅメ シンヤ 35の部 男子 松戸支部 ときわ平 男

1-B ときわ平ソフトテニスクラブ 福井　勲 フクイ イサオ 35の部 男子 君津支部 日本製鉄君津 男

２-A ときわ平ソフトテニスクラブ 杉　大助 スギ ダイスケ 35の部 男子 松戸支部 ときわ平 男

２-B ときわ平ソフトテニスクラブ 鈴木　良平 スズキ リョウヘイ 35の部 男子 松戸支部 ときわ平 男

1-A 行徳会 高田　和亮 タカダ　カズアキ 35の部 男子 市川支部 市川クラブ 男

1-B 行徳会 須々田　拓真 ススダ　タクマ 35の部 男子 市川支部 行徳会 男

６-A 市川ソフトテニスクラブ 板倉　尚之 イタクラ　ナオユキ 35の部 男子 市川支部 市川クラブ 男

６-B 市川ソフトテニスクラブ 大橋　卓身 オオハシ　タクミ 35の部 男子 市川支部 市川クラブ 男
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45の部女子

２-A 流山ママクラブ 久野　亜佳子 ヒサノ　アカネ 45の部 女子 流山支部 流山ママクラブ 女

２-B 流山ママクラブ 正部家　薫 ショウブケ　カオル 45の部 女子 流山支部 流山ママクラブ 女

３-A 小金原ソフトテニスクラブ 渡邊　千佳 ワタナベ　チカ 45の部 女子 松戸支部 小金原ソフトテニスクラブ 女

３-B 小金原ソフトテニスクラブ 八田羽　絵里 ハッタハ　エリ 45の部 女子 印旛支部 栄クラブ 男

４-A 小金原ソフトテニスクラブ 黒崎　靖子 クロサキ　ヤスコ 45の部 女子 松戸支部 小金原ソフトテニスクラブ 男

４-B 小金原ソフトテニスクラブ 牧野　律子 マキノ　リツコ 45の部 女子 松戸支部 小金原ソフトテニスクラブ 女

1-A 花見川ソフトテニスクラブ 西間木　幸子 ニシマキ　サチコ 45の部 女子 千葉支部 花見川クラブ 女

1-B 花見川ソフトテニスクラブ 加藤　美雪 カトウ　ミユキ 45の部 女子 松戸支部 小金原クラブ 女

２-A 北柏ライフタウンテニスクラブ松尾　梢 マツオ　コズエ 45の部 女子 柏支部 北柏LTC 女

２-B 北柏ライフタウンテニスクラブ藤家　美衣 フジイエ　ミエ 45の部 女子 柏支部 北柏LTC 女

３-A 浦安会 崎谷   由加 サキタニ　ユカ 45の部 女子 浦安支部 浦安会 女

３-B 浦安会 篠崎　さゆり シノザキ　サユリ 45の部 女子 千葉支部 花見川ソフトテニスクラブ 女

６-A ときわ平ソフトテニスクラブ 安藤 ゆかり アンドウ ユカリ 45の部 女子 松戸支部 ときわ平 女

６-B ときわ平ソフトテニスクラブ 茂木 美智 モテギ ミチ 45の部 女子 八千代支部 八千代STC 女

45の部男子

１６-A 小金原ソフトテニスクラブ 清水　賢二 シミズ　ケンジ 45の部 男子 松戸支部 松戸市役所 男

１６-B 小金原ソフトテニスクラブ 小笠原　敬之 オガサワラ　トシユキ 45の部 男子 松戸支部 小金原ソフトテニスクラブ 男

1-A 北柏ライフタウンテニスクラブ大沢　俊夫 オオサワ　トシオ 45の部 男子 柏支部 北柏LTC 男

1-B 北柏ライフタウンテニスクラブ前田　和彦 マエダ　カズヒコ 45の部 男子 柏支部 北柏LTC 男

2-A ソフトテニス千葉クラブ 山下　貴史 ヤマシタ　タカフミ 45の部 男子 千葉支部 道楽クラブ 男

2-B ソフトテニス千葉クラブ 大塚　巌 オオツカ　イワオ 45の部 男子 千葉支部 千葉クラブ 男

７-A 市川ソフトテニスクラブ 田原　武 タハラ　タケシ 45の部 男子 千葉支部 brave千葉 男

７-B 市川ソフトテニスクラブ 和田　知大 ワダ　トモヒロ 45の部 男子 市川支部 市川クラブ 男
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50の部女子

1-A 八街ソフトテニスクラブ 本間　貴子 ホンマ　タカコ 50の部 女子 印旛支部 八街クラブ 女

1-B 八街ソフトテニスクラブ 大矢　順子 オオヤ　ジュンコ 50の部 女子 千葉支部 明日香クラブ 女

1-A 市原エイティ 石川　知子 イシカワ　トモコ 50の部 女子 市原支部 市原エイティ 女

1-B 市原エイティ 三枝　文子 サエグサ　フミコ 50の部 女子 市原支部 市原エイティ 女

３-A 成田クラブ 増田　昌里 マスダ　マサリ 50の部 女子 印旛支部 成田クラブ 女

３-B 成田クラブ 佐々木　直子 ササキ　ナオコ 50の部 女子 千葉支部 ふたばクラブ 女

５-A 小金原ソフトテニスクラブ 永田　眞由美 ナガタ　マユミ 50の部 女子 松戸支部 小金原ソフトテニスクラブ 女

５-B 小金原ソフトテニスクラブ 村田　朝絵 ムラタ　アサエ 50の部 女子 松戸支部 小金原ソフトテニスクラブ 女

６-A 小金原ソフトテニスクラブ 小杉　由香 コスギ　ユカ 50の部 女子 松戸支部 小金原ソフトテニスクラブ 女

６-B 小金原ソフトテニスクラブ 染井　明美 ソメイ　アケミ 50の部 女子 松戸支部 小金原ソフトテニスクラブ 女

５-A 流山クラブ 紺野　由樹子 コンノ　ユキコ 50の部 女子 流山支部 流山クラブ 女

５-B 流山クラブ 石澤　由香 イシザワ　ユカ 50の部 女子 茂原支部 勝浦クラブ 女

50の部男子

1-A 習志野ソフトテニスクラブ 古賀　貴 コガ　タカシ 50の部 男子 習志野支部 習志野クラブ 男

1-B 習志野ソフトテニスクラブ 稲田　政美 イナダ　マサミ 50の部 男子 習志野支部習志野クラブ 男

１７-A 小金原ソフトテニスクラブ 杉本　宰規 スギモト　タダノリ 50の部 男子 松戸支部 小金原ソフトテニスクラブ 男

１７-B 小金原ソフトテニスクラブ 梶浦　祐一 カジウラ　ユウイチ 50の部 男子 我孫子支部手賀沼クラブ 男

４-A 流山クラブ 染谷　進 ソメヤ　ススム 50の部 男子 柏支部 柏優会 男

４-B 流山クラブ 紺野　浩二 コンノ　コウジ 50の部 男子 流山支部 流山クラブ 男

２-A 市原ドリームクラブ 加藤　良太 カトウ　リョウタ 50の部 男子 印旛支部 八街クラブ 男

２-B 市原ドリームクラブ 圍　孝之 50の部 男子 市原支部 市原ドリームクラブ 男

３-A 八千代STC 石橋　勉 イシバシ　ツトム 50の部 男子 八千代支部 八千代STC 男

３-B 八千代STC 松本　直也 マツモト　ナオヤ 50の部 男子 八千代支部八千代STC 男

1-A 船橋クラブ 瀬古沢　栄 セコザワ　サカエ 50の部 男子 船橋支部 船橋クラブ 男

1-B 船橋クラブ 大坪　義幸 オオツボ　ヨシユキ 50の部 男子 市川支部 市川市役所 男
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55の部女子

６-A 習志野ソフトテニスクラブ 早津　小百合 ハヤツ　サユリ 55の部 女子 習志野支部 習志野クラブ 男

６-B 習志野ソフトテニスクラブ 望月　千秋 モチヅキ　チアキ 55の部 女子 佐倉支部 佐倉クラブ 女

２-A 我孫子ママさんクラブ 巖　　直子 イワオ　ナオコ 55の部 女子 柏支部 沼南風早クラブ 女

２-B 我孫子ママさんクラブ 松下　春枝 マツシタ　ハルエ 55の部 女子 我孫子 我孫子ﾏﾏさん 女

７-A 小金原ソフトテニスクラブ 染谷　美樹 ソメヤ　ミキ 55の部 女子 松戸支部 小金原ソフトテニスクラブ 女

７-B 小金原ソフトテニスクラブ 滝口　麻理子 タキグチ　マリコ 55の部 女子 八千代支部八千代S.T.C. 女

1-A 柏市レディースソフトテニス連盟 福山　恵美 フクヤマ　エミ 55の部 女子 柏支部 柏レディース 女

1-B 柏市レディースソフトテニス連盟 志村　円美 シムラ　マルミ 55の部 女子 松戸支部 ときわ平クラブ 女

４-A 浦安会 川崎   ひとみ カワサキ　ヒトミ 55の部 女子 浦安支部 浦安会 女

４-B 浦安会 金澤   美奈子 カナザワ　ミナコ 55の部 女子 松戸支部 浦安会 女

７-A ときわ平ソフトテニスクラブ 中島 洋美 ナカジマ ヒロミ 55の部 女子 君津支部 日本製鉄君津 女

７-B ときわ平ソフトテニスクラブ 柳田 嘉美 ヤナギダ ヨシミ 55の部 女子 松戸支部 小金原 女

８-A ときわ平ソフトテニスクラブ 中川 知子 ナカガワ トモコ 55の部 女子 松戸支部 ときわ平 女

８-B ときわ平ソフトテニスクラブ 池淵 裕子 イケブチ ユウコ 55の部 女子 松戸支部 ときわ平 女

55の部男子

1-A 日本製鉄君津 加瀬　光広 カセ　ミツヒロ 55の部 男子 君津支部 日本製鉄君津 男

1-B 日本製鉄君津 髙橋　保行 タカハシ　ヤスユキ 55の部 男子 君津支部 君津市協会 男

２-A 野田クラブ 石塚   任一 イシヅカ　ジンイチ 55の部 男子 野田 野田クラブ 男

２-B 野田クラブ 佐々木   健一 ササキ　ケンイチ 55の部 男子 野田 野田クラブ 男

1-A 栄クラブ 青木　昌彦 アオキ　マサヒコ 55の部 男子 印旛支部 栄クラブ 男

1-B 栄クラブ 中村　浩 ナカムラ　ヒロシ 55の部 男子 印旛支部 成田クラブ 男

１８-A 小金原ソフトテニスクラブ 倉橋　一喜 クラハシ　カズヨシ 55の部 男子 船橋支部 船橋クラブ 男

１８-B 小金原ソフトテニスクラブ 小林　浩司 コバヤシ　コウジ 55の部 男子 松戸支部 小金原ソフトテニスクラブ 男

３-A ときわ平ソフトテニスクラブ 山田 貢一 ヤマダ コウイチ 55の部 男子 松戸支部 ときわ平 男

３-B ときわ平ソフトテニスクラブ 山崎 浩久 ヤマザキ ヒロヒサ 55の部 男子 松戸支部 ときわ平 男

４-A ときわ平ソフトテニスクラブ 柳 大介 ヤナギ ダイスケ 55の部 男子 市川支部 市川 男

４-B ときわ平ソフトテニスクラブ 生田 敦 イクタ アツシ 55の部 男子 松戸支部 ときわ平 男
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60の部女子

２-A 市原エイティ 菊川　津江子 キクカワ　ツエコ 60の部 女子 市原支部 市原エイティ 女

２-B 市原エイティ 石井　浩子 イシイ　ヒロコ 60の部 女子 市原支部 市原エイティ 女

７-A 習志野ソフトテニスクラブ 塚本　聖子 ツカモト　セイコ 60の部 女子 習志野支部 習志野クラブ 女

７-B 習志野ソフトテニスクラブ 奥田　裕子 オクダ　ヒロコ 60の部 女子 千葉支部 天台クラブ 女

1-A 野田クラブ 藤原　晴美 フジワラ　ハルミ 60の部 女子 船橋 高根台ソフトテニスクラブ 女

1-B 野田クラブ 髙島   美枝子 タカシマ　ミエコ 60の部 女子 野田 野田クラブ 女

４-A 成田クラブ 山中　好恵 ヤマナカ　ヨシエ 60の部 女子 印旛支部 成田クラブ 女

４-B 成田クラブ 藤川　ひろみ フジカワ　ヒロミ 60の部 女子 市原支部 市原エイティ 女

８-A 小金原ソフトテニスクラブ 湯浅　早苗 ユアサ　サナエ 60の部 女子 松戸支部 小金原ソフトテニスクラブ 女

８-B 小金原ソフトテニスクラブ 矢吹　栄美子 ヤブキ　エミコ 60の部 女子 松戸支部 小金原ソフトテニスクラブ 女

1-A 茂原クラブ 富樫　ふみ トガシ　フミ 60の部 女子 茂原支部 茂原クラブ 女

1-B 茂原クラブ 青木　理恵 アコキ　リエ 60の部 女子 茂原支部 勝浦クラブ 女

２-A 花見川ソフトテニスクラブ 榑松　あけみ クレマツ　アケミ 60の部 女子 千葉支部 花見川クラブ 女

２-B 花見川ソフトテニスクラブ 奈良　さゆり ナラ　サユリ 60の部 女子 習志野支部習志野クラブ 女

３-A 花見川ソフトテニスクラブ 藤田　淳子 フジタ　ジュンコ 60の部 女子 千葉支部 花見川クラブ 女

３-B 花見川ソフトテニスクラブ 松浦　美緒 マツウラ　ミオ 60の部 女子 千葉支部 花見川クラブ 女

３-A 佐倉クラブ 本多　章子 ホンダ　アキコ 60の部 女子 印旛支部 佐倉クラブ 女

３-B 佐倉クラブ 木村　恵美子 キムラ　エミコ 60の部 女子 印旛支部 八街クラブ 女

５-A 浦安会 山口   茂子 ヤマグチ　シゲコ 60の部 女子 浦安支部 浦安会 女

５-B 浦安会 小川　百合子 オガワ　ユリコ 60の部 女子 千葉支部 明日香 女

９-A ときわ平ソフトテニスクラブ 塩島 千波 シオジマ チナミ 60の部 女子 松戸支部 ときわ平 女

９-B ときわ平ソフトテニスクラブ 川嶋 好子 カワシマ ヨシコ 60の部 女子 印旛支部 成田 女

60の部男子

1-A 千葉市民クラブ 太田　光男 オオタ　ミツオ 60の部 男子 千葉支部 千葉市民クラブ 男

1-B 千葉市民クラブ 岩舘　進 イワダテ　ススム 60の部 男子 成田支部 成田クラブ 男

２-A 習志野ソフトテニスクラブ 神庭　基 カンバ　モトイ 60の部 男子 習志野支部 習志野クラブ 男

２-B 習志野ソフトテニスクラブ 清宮　義隆 キヨミヤ　ヨシタカ 60の部 男子 習志野支部習志野クラブ 男

２-A 手賀沼クラブ 鈴木　等 スズキ　ヒトシ 60の部 男子 我孫子・鎌ヶ谷支部 手賀沼クラブ 男

２-B 手賀沼クラブ 石川　雅利 イシカワ　マサトシ 60の部 男子 市川支部 市川ソフトテニスクラブ 男

1-A 大山口ソフトテニスクラブ 板橋　英治 イタバシ　エイジ 60の部 男子 印旛支部 大山口ソフトテニスクラブ 男

1-B 大山口ソフトテニスクラブ 中村　文男 ナカムラ　フミオ 60の部 男子 茂原支部 茂原クラブ 男

２-A 船橋クラブ 竹内　宏明 タケウチ　ヒロアキ 60の部 男子 船橋支部 船橋クラブ 男

２-B 船橋クラブ 河合　正裕 カワイ　マサヒロ 60の部 男子 野田支部 野田クラブ 男

５-A ときわ平ソフトテニスクラブ 中村 孝幸 ナカムラ タカユキ 60の部 男子 松戸支部 ときわ平 男

５-B ときわ平ソフトテニスクラブ 萱野 一 カヤノ ハジメ 60の部 男子 木更津支部きさらづKS 男

９-A 松戸市役所 菊地　治秀 キクチ　ハルヒデ 60の部 男子 松戸支部 松戸市役所 男

９-B 松戸市役所 長谷川　博 ハセガワ　ヒロシ 60の部 男子 君津支部 日本製鉄君津 男
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6５の部女子

３-A 市原エイティ 田浦　昌子 タウラ　マサコ 65の部 女子 市原支部 市原エイティ 女

３-B 市原エイティ 菅井　洋子 スガイ　ヨウコ 65の部 女子 千葉支部 明日香クラブ 女

1-A 柏千代田クラブ 寺岡　明美 テラオカ　アケミ 65の部 女子 柏支部 柏千代田クラブ 女

1-B 柏千代田クラブ 大井　惠子 オオイ　ケイコ 65の部 女子 柏支部 北柏ＬＴＣ 女

1-A 勝田台テニスクラブ 宗方　美幸 ムネカタ　ミユキ 65の部 女子 八千代支部 勝田台ｸﾗﾌﾞ 女

1-B 勝田台テニスクラブ 永田　悦栄 ナガタ　エツエ 65の部 女子 市原支部 市原ﾌｧﾐﾘｰ 女

1-A 流山ママクラブ 新保　康子 シンポ　ヤスコ 65の部 女子 流山支部 流山ママクラブ 女

1-B 流山ママクラブ 深谷　美佐子 フカヤ　ミサコ 65の部 女子 印旛郡支部佐倉クラブ 男

９-A 小金原ソフトテニスクラブ 山下　洋子 ヤマシタ　ヨウコ 65の部 女子 松戸支部 小金原ソフトテニスクラブ 男

９-B 小金原ソフトテニスクラブ 石川　雅子 イシカワ　マサコ 65の部 女子 市川支部 市川ソフトテニスクラブ 女

６-A 流山クラブ 加地　英子 カジ　エイコ 65の部 女子 流山支部 流山クラブ 女

６-B 流山クラブ 栗毛　美智子 クリゲ　ミチコ 65の部 女子 松戸支部 ときわ平クラブ 女

３-A 市原ドリームクラブ 清水　さかゑ シミズ　サカエ 65の部 女子 市原支部 市原ドリームクラブ 女

３-B 市原ドリームクラブ 井上　光子 イノウエ　ミツコ 65の部 女子 柏支部 北柏LTCクラブ 女

４-A 花見川ソフトテニスクラブ 坂本 　恵子 サカモト　ケイコ 65の部 女子 千葉支部 花見川クラブ 女

４-B 花見川ソフトテニスクラブ 西間木　みどり ニシマキ　ミドリ 65の部 女子 千葉支部 花見川クラブ 女

５-A 花見川ソフトテニスクラブ 内野　由美子 ウチノ　ユミコ 65の部 女子 千葉支部 花見川クラブ 女

５-B 花見川ソフトテニスクラブ 村越　知子 ムラコシ　トモコ 65の部 女子 市川支部 市川クラブ 女

２-A 佐倉クラブ 立崎　千代子 タツザキ　チヨコ 65の部 女子 印旛支部 佐倉クラブ 女

２-B 佐倉クラブ 高師　千春 タカシ　チハル 65の部 女子 千葉支部 明日香クラブ 女

１０-A ときわ平ソフトテニスクラブ 小倉 和江 オグラ カズエ 65の部 女子 松戸支部 ときわ平 女

１０-B ときわ平ソフトテニスクラブ 田嶋 啓子 タジマ ケイコ 65の部 女子 市川支部 市川 女

65の部男子

1-A 市川ダックリングテニスクラブ 加納　俊浩 カノウ　トシヒロ 65の部 男子 市川支部 市川ダックリングテニスクラブ 男

1-B 市川ダックリングテニスクラブ 平野　正 ヒラノ　タダシ 65の部 男子 市川支部 市川クラブ 男

1-A 青葉台クラブ 藤崎　金吾 フジサキ　キンゴ 65の部 男子 市原支部 青葉台クラブ 男

1-B 青葉台クラブ 関本　哲夫 セキモト　テツオ 65の部 男子 千葉支部 千葉市民クラブ 男

1-A 柏葉クラブ 山崎　優二 ヤマザキ　ユウジ 65の部 男子 船橋支部 船橋高根台クラブ 男

1-B 柏葉クラブ 城戸　敏彰 キド　トシアキ 65の部 男子 柏支部 柏葉クラブ 男

３-A 中台テニスクラブ 伊藤　太一 イトウ　タイチ 65の部 男子 印旛 成田クラブ 男

３-B 中台テニスクラブ 斉藤　政之 サイトウ　マサユキ 65の部 男子 印旛 中台クラブ 男

1-A 旭クラブ 松澤　正 マツザワ　タダシ 65の部 男子 海匝支部 旭クラブ 男

1-B 旭クラブ 林　修三 ハヤシ　シュウゾウ 65の部 男子 海匝支部 旭クラブ 男

１９-A 小金原ソフトテニスクラブ 三木　孝 ミキ　タカシ 65の部 男子 松戸支部 小金原ソフトテニスクラブ 男

１９-B 小金原ソフトテニスクラブ 山田　信彦 ヤマダ　ノブヒコ 65の部 男子 松戸支部 ときわ平ソフトテニスクラブ 男

２０-A 小金原ソフトテニスクラブ 吉田　城二 ヨシダ　ジョウジ 65の部 男子 柏支部 柏クラブ 男

２０-B 小金原ソフトテニスクラブ 安蒜　厚 アンビル　アツシ 65の部 男子 松戸支部 小金原ソフトテニスクラブ 男

２-A 浦安会 鈴木   実 スズキ　ミノル 65の部 男子 浦安支部 浦安会 男

２-B 浦安会 斎藤　光男 サイトウ　ミツオ 65の部 男子 君津市部 日本製鉄君津 男

1-A PG 細谷　法芳 ホソヤ　ノリヨシ 65の部 男子 千葉支部 PG 男

1-B PG 大木　伸 オオキ　ノブル 65の部 男子 千葉支部 大山口ソフトテニスクラブ 男
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70の部女子

1-A 天台テニスクラブ 飯田　タク子 イイダ　タクコ 70の部 女子 千葉支部 天台クラブ 女

1-B 天台テニスクラブ 武村　和子 タケムラ　カズコ 70の部 女子 松戸支部 ときわ平クラブ 女

２-A 茂原クラブ 和田　安江 ワダ　ヤスエ 70の部 女子 茂原支部 茂原クラブ 女

２-B 茂原クラブ 青柳　幸子 アオヤギ　サチコ 70の部 女子 茂原支部 黒潮クラブ 女

1-A 高根台ソフトテニスクラブ 竹之内　恵子 タケノウチ　ケイコ 70の部 女子 船橋市部 高根台クラブ 女

1-B 高根台ソフトテニスクラブ 三品　里子 ミシナ　サトコ 70の部 女子 木更津支部さつきクラブ 女

２-A 高根台ソフトテニスクラブ 松崎　公子 マツザキ　キミコ 70の部 女子 船橋市部 高根台クラブ 女

２-B 高根台ソフトテニスクラブ 吉田　えり子 ヨシダ　エリコ 70の部 女子 柏支部 柏クラブ 女

６-A 浦安会 吉野   鏡子 ヨシノ　キョウコ 70の部 女子 浦安支部 浦安会 女

６-B 浦安会 佐藤　良子 サトウ　リョウコ 70の部 女子 習志野市部習志野ソフトテニスクラブ 女

２-A 八千代STC 見矢　啓子 ミヤ　ケイコ 70の部 女子 船橋支部 船橋クラブ 女

２-B 八千代STC 永井三重子 ナガイ　ミエコ 70の部 女子 茂原支部 勝浦クラブ 女

1-A 市原ファミリークラブ 松永　真弓 マツナガ　マユミ 70の部 女子 市原 市原ファミリークラブ 女

1-B 市原ファミリークラブ 井原　文子 イハラ　フミコ 70の部 女子 市原 市原ファミリークラブ 女

１１-A ときわ平ソフトテニスクラブ 岡野 典子 オカノ ノリコ 70の部 女子 野田支部 野田レディース 女

１１-B ときわ平ソフトテニスクラブ 田邊 加津子 タナベ カツコ 70の部 女子 松戸支部 ときわ平 女

70の部男子

1-A 柏クラブ 若松　隆 ワカマツ　タカシ 70の部 男子 柏　支部 柏クラブ 男

1-B 柏クラブ 宇田　典生 ウダ　ノリオ 70の部 男子 千葉支部 千葉県庁 男

２-A 柏クラブ 有働　育夫 ウドウ　イクオ 70の部 男子 柏　支部 柏クラブ 男

２-B 柏クラブ 窪木　茂男 クボキ　シゲオ 70の部 男子 松戸支部 小金原クラブ 男

３-A 習志野ソフトテニスクラブ 藤ノ木　宣好 フジノキ　ノブヨシ 70の部 男子 佐倉支部 佐倉クラブ 男

３-B 習志野ソフトテニスクラブ 並木　日出俊 70の部 男子 習志野支部習志野クラブ 男

４-A 習志野ソフトテニスクラブ 福島　勉 フクシマ　ツトム 70の部 男子 習志野支部 習志野クラブ 男

４-B 習志野ソフトテニスクラブ 片山　武美 カタヤマ　タケミ 70の部 男子 千葉支部 花見川クラブ 男

２-A さつきクラブ 常住　勉 ツネズミ　ツトム 70の部 男子 君津支部 日本製鉄君津 男

２-B さつきクラブ 鈴木　実 スズキ　ミノル 70の部 男子 木更津支部さつきクラブ 男

２１-A 小金原ソフトテニスクラブ 田谷　信義 タヤ　ノブヨシ 70の部 男子 柏支部 沼南風早クラブ 男

２１-B 小金原ソフトテニスクラブ 村田　正博 ムラタ　マサヒロ 70の部 男子 松戸支部 小金原ソフトテニスクラブ 男

1-A 流山クラブ 中村　正志 ナカムラ　タダシ 70の部 男子 流山支部 流山クラブ 男

1-B 流山クラブ 白倉　伸郎 シラクラ　ノブロウ 70の部 男子 流山支部 流山クラブ 男

1-A 八千代STC 石井　定 イシイ　サダム 70の部 男子 船橋支部 船橋クラブ 男

1-B 八千代STC 永井　幸二 ナガイ　コウジ 70の部 男子 八千代支部八千代STC 男

75の部男子

1-A 佐原ソフトテニスクラブ 永田　仁 ナガタ　マサシ 75の部 男子 香取支部 佐原クラブ 男

1-B 佐原ソフトテニスクラブ 細谷　忠一 ホソヤ　タダカズ 75の部 男子 松戸支部 松戸市役所 男

２-A 青葉台クラブ 原川　洋史 ハラカワ　ヒロシ 75の部 男子 君津支部 日本製鉄君津 男

２-B 青葉台クラブ 岡本　勉 オカモト　ツトム 75の部 男子 木更津支部木更津クラブ 男

５-A 習志野ソフトテニスクラブ 森　松助 モリ　マツスケ 75の部 男子 習志野支部 習志野クラブ 男

５-B 習志野ソフトテニスクラブ 神薗　隆司 カミゾノ　タケシ 75の部 男子 千葉支部 千葉市民 男

1-A さつきクラブ 鈴木　八州男 スズキ　ハスオ 75の部 男子 木更津支部 さつきクラブ 男

1-B さつきクラブ 里見　文男 サトミ　フミオ 75の部 男子 茂原支部 黒潮クラブ 男

1-A 沼南風早クラブ 岡野　清 オカノ　キヨシ 75の部 男子 野田支部 野田クラブ 男

1-B 沼南風早クラブ 石橋　信彦 イシバシ　ノブヒコ 75の部 男子 柏支部 沼南風早クラブ 男

1-A 佐倉クラブ 山﨑　健治 ヤマザキ　ケンジ 75の部 男子 印旛支部 佐倉クラブ 男

1-B 佐倉クラブ 浪岡　孝一 ナミオカ　コウイチ 75の部 男子 印旛支部 酒々井クラブ 男

80の部男子

２-A 佐原ソフトテニスクラブ 佐藤　務 サトウ　ツトム 80の部 男子 香取支部 佐原クラブ 男

２-B 佐原ソフトテニスクラブ 瀬川　邦雄 セガワ　クニオ 80の部 男子 香取支部 佐原クラブ 男

1-A 中台テニスクラブ 岩島　典男 イワシマ　ノリオ 80の部 男子 印旛 中台クラブ 男

1-B 中台テニスクラブ 山口　洋司 ヤマグチ　ヨウジ 80の部 男子 香取 佐原クラブ 男

２-A 中台テニスクラブ 近江戸　興治 オオミド　コウジ 80の部 男子 印旛 大山口クラブ 男

２-B 中台テニスクラブ 星　秀雅 ホシ　ヒデマサ　 80の部 男子 印旛 中台クラブ 男

1-A 手賀沼クラブ 森本　弘祐 モリモト　ヒロユ 80の部 男子 我孫子・鎌ヶ谷支部 手賀沼クラブ 男

1-B 手賀沼クラブ 石田　寅三 イシダ　トラゾウ 80の部 男子 我孫子・鎌ヶ谷支部手賀沼クラブ 男

１２-A ときわ平ソフトテニスクラブ 猪野 司郎 イノ シロウ 80の部 男子 印旛支部 大山口 男

１２-B ときわ平ソフトテニスクラブ 小坂 茂博 コサカ シゲヒロ 80の部 男子 松戸支部 ときわ平 男
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