
532

佳岡　　篤 ・西山　義純
542

　（和歌山・青葉クラブ・関西電力和歌山）
521

片峰　俊和 ・篠原　和彦

　（大分・TOTO中津）

　（埼玉・桶川STC・東京電力埼玉）

瀬川　泰則 ・中澤　伸一

　（埼玉・AGEO　CLUB）
2 1

540
　（岩手・一関市協会）

小林　和義 ・増田　隆行
541

　（秋田・姫神クラブ　宮城・松山登陵クラブ）

岩渕　　淳 ・千葉　光哉

田中　正彦 ・中村　知敬
539

　（岡山ジャパンエナジー水島）

520

杉山　　靖 ・小山　　修

　（茨城・日立市役所）
518

519
宮園　伸一 ・下斗米　秀一

松本　良彦 ・堀越　晴夫
538

　（東京・赤門ソフトテニスクラブ、板橋倶楽部）
517

新田　一法 ・清水　和彦

　（京都・京都天晴会）

藤原　英也 ・岡田　正之
537

　（山梨・韮崎市ｽﾌﾄﾃﾆｽ連盟　埼玉・川越ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）
516

上山　則夫 ・野田口　順弘

　（岩手・宮古市協会）

根本　博樹 ・堂前　和彦
536

　（茨城・シャロームクラブ・水戸白友会）
515

三ツ木　秀文 ・小嶋　英二

　（東京・ミドウクラブ）

菊地　征則 ・佐々木　康彦
535

　（秋田・RSTクラブ）
514

鈴木　清志 ・池田　宗弘

　（神奈川・桜倶楽部・むつみクラブ）

増山　義一 ・菊池　　悟
534

　（栃木・小山クラブ）
513

磯部　洋市 ・中村　康雄

　（埼玉・草加若葉会）

樫村　晴夫 ・井上　茂雄
533

　（東京・青空クラブ・青梅ヤング）
512

井上　佳宏 ・後藤　淳二
　（大阪・NTT西日本関西　岐阜・大鹿印刷）

加藤　敏治 ・佐原　義一
532

　（愛知・デンソー・トヨタ自動車）
511

若松　義夫 ・上村　和永

　（埼玉・浦和むつみ）

小山　佳久 ・武田　典之
531

　（東京・旭テニスクラブﾞ・言問ｸﾗﾌﾞ）
510

川崎　　学 ・須能　剛志

　（茨城・水戸白友会・水戸市役所）

斉藤　博之 ・星野　　充
530

　（埼玉・川越テニス・上福岡テニス）
509

小泉　律郎 ・片岡　　勝
　（青森・イーストクラブ・五所川原協会）

荻原　幸和 ・雪畑　孝之
529

　（岩手・陸前高田市協会）
508

倉橋　一喜 ・奈良部　利昭

　（千葉・船橋クラブ　東京・深川クラブ

中島　通晴 ・枝村　賢美
528

　（静岡・浜松市役所）
507

千島　則広 ・笹井　伸浩

　（愛知・千種クラブ）

大塚　巌 ・本間　修二
527

　（千葉・船橋クラブ）
506

清水　　孝 ・石崎　　勝

　（神奈川・東陵クラブ・厚木市役所）

宮原　孝次 ・油井　康浩
526

　（宮城・ウイナークラブ・宮城教員クラブ）
505

井上　　修 ・川原　忠典

　（大阪・大阪教員ソフトテニスクラブ）

平野　秀樹 ・本田　恵一
525

　（東京・同志組　埼玉・日本信号）
504

小暮　　博 ・矢田　八起

　（埼玉・和光ソフト）

鈴木　秀一 ・沼田　行央
524

　（茨城・日立電線）
503

福田　和義 ・澤　　健司

　（東京・NTT東日本東京）

523
　（岩手・北上市協会） 　（神奈川・日鉱金属倉見）

　（北海道・札幌学院ｸﾗﾌﾞ　埼玉・川口市役所）

出射　憲吾 ・野口　　勇
3

0

1

502
石井　　尊 ・佐藤　紀夫

成　年　男　子　（１）

501
上松　明裕 ・橋本　康徳 梅根　裕一 ・濱田　武徳

522
  （岡山・岡山市役所　京都・京都市役所）

2

0

0

3

1

2

0

3 2

0

3

3

2

2

1

0

1

3

2

1

1

1

3
2

3

2
3

1

2

0 1

3

0 0

3

532 加藤・佐原　２－④　岡部・平井　５５９



559

木村　信夫

563
金川　寿士 ・仙福　和茂

　（埼玉・熊谷ホリデー・やまぼうし）

石井　靖浩 ・川上　敏明

若林　　操 ・平山　一浩

齋藤　正道

千葉　　実 ・大木戸　希

山崎　泰志 ・五十嵐　敏幸

・大和田　浩之

澤田　峰之 ・西村　達也

584
　(岡山・ジャパンエナジー水島）

藤田　　健 ・安東　義明
583

　（埼玉・春日部ソフトテニス）

582
　（茨城・翼翼クラブ）

佐藤　政則 ・大山　裕二
581

　（宮城・福岡STクラブ）

金敷　輝也 ・

580
　（栃木・大田原クラブ）

内田　　隆 ・椎名　　衛
579

　（東京・言問クラブ・旭テニスクラブ）

578
　（岩手・岩手県庁・ソフトテニス研究会）

石塚　任一 ・佐々木　健一
577

　（千葉・野田クラブ）

576
　（兵庫・淳心凌城会）

熊田　敏彦 ・浜田　　豊
575

　（神奈川・横浜ドリームス・逗子クラブ）

塚本　　元 ・八木　　誠

574
　（埼玉・川口ＩSC）

浜田　英明 ・赤津　義明
573

　（東京・練馬ソフトテニス）

村瀬　　充 ・

572
　（岩手・宮古市協会）

手島　右踏 ・福山　貴男
571

　（埼玉・深谷クラブ）

570
　（茨城・シャロームクラブ）

西山　和伸 ・豊田　雅孝
569

　（岐阜・大鹿印刷　愛知・東邦ガス）

遠藤　芳広 ・草野　　隆

568
　（埼玉・川口市役所　京都・京都市役所）

中村　圭二 ・高橋　正人
567

　（北海道・札幌学院クラブ）

566
　（埼玉・浦和あずま　岩手・陸前高田市協会）

564

尾倉　吉昭 ・西郷　英基
565

　（東京・板橋倶楽部）

大島　幸人

　（神奈川・相洋OBクラブ・平塚市役所）

553
千野　一也 ・塩澤　崇幸

　（山梨・甲府市役所・大月市ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟）

544
風穴　武寿

新沼　宏之

562
坂本　安弘 ・大澤　　浩
　（神奈川・綾瀬テニスクラブ　東京・富士桜部屋）

561
　（岩手・二戸市協会）

南向　正人 ・岡崎　睦志

560
瀬古沢　栄 ・清水　俊晴

　（千葉・船橋クラブ）

559
岡部　英昭 ・平井　勝己
　（静岡・浜松庭球クラブ　愛知・デンソー）

558
　（茨城・日立電線）

清水　道晃 ・荻野　和彦

557
浜田　正一 ・安井　　卯

　（和歌山・教友クラブ）

556
丸山　龍二 ・相模　崇典

　（福岡・サンデークラブﾞ・睦クラブ）

555
　（東京・旭テニスクラブﾞ　埼玉・草加若葉会）

榎本　寛幸 ・山口　正宣

554
柿沼　正人 ・山田　尚人

　（宮城・TGクラブ　秋田・姫神クラブ）

545
八木　　穀 ・

　（青森・野辺地町協会・イーストクラブ）

市川　裕之

　（東京・青空クラブ）

薗田　明彦 ・及川　俊也
546

　（埼玉・越谷クラブ）

547
渡辺　　博 ・千田　範幸

　(岩手・奥州市協会）

548
大迫　　清 ・沼田　喜美

　（東京・東京ガス・NTT東日本東京）

高橋　悦男 ・羽石　明美
549

　（栃木・東京電力クラブ）

550
日野原　義久 ・秋本　弘明

　（神奈川・むつみクラブ・山武）

551
三菅　光晴 ・佐藤　　淳
    （福島・二本松ｿﾌﾄﾃﾆｽ協会・福島ﾃﾆｽ研究会）

横田　敏弘 ・石田　和巳
552

　（埼玉・桶川STC）

　（愛知・東邦ｶﾞｽ　岐阜・大鹿印刷）
543

佐々木公貴・
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成　年　男　子　（２）

伊藤　雅樹 ・野崎　雅生 ・大中　和彦
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