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風間・安西 原・宮沢 柏谷・鈴木 田中・山本

（緑ヶ丘） （なでしこ） （小田急成城） （八王子グリーン）

朝田・横山 荒木・百合岡 岡村・橋本 矢木・八文字

（狛江ローン） （八王子ファミリー） （八王子グリーン） （西が丘）

林・鈴木 三浦・大竹 前田・松井 富永・佐藤

（府中サン） （諏訪） （高松ローン） （京王）

百田・山本 安藤・水口 平間・水野 岡村・藤沼

（府中サン） （府中サン・調布ゴールド） （府中サン） （富士見ヶ丘ローン）

角田・小林 益子・沢井 麻生・佐々木 尾林・吉本

（プラネット） (プラネット） (田柄） (小金井クラブ）

斬波・野瀬田 志賀・永井 益子・沢井 山口・萬野

（府中サンB） （桜町） （プラネット） （富士見ヶ丘ローン）

橋本・石井 押野・真庭 白石・森岡 井ノ川・渋川

（東宝調布） （東久留米市民） （ミタカファミリー） （フェアリー）

小瀬戸・濱田 須田・米倉 内田・町田 三崎・柴

（東宝調布） （中原） （レインボー） （富士見ヶ丘）

田中・根津 鈴木（あ）・小椋 長田・山口 河合・渡辺

（プラネット） （武蔵野グリーン） （成城ローン・スクランブル） （府中サンC）

尾木・山崎 池田・村野 引間・門脇 黒崎・秋元

（府中サンA・東宝調布） （たんぽぽ） （トピレック） （フレンズ・京王）

河合・嘉斎 原田・高田 新井・本野 忠岡・高橋

（東久留米市民・新豊） （小平月曜会） （スクランブル） （サントピア）

岩泉・大津 新井・蔵本 太田・斉藤 藤井・飯倉

（東久留米市民） （D.T.S） （多摩サークルNH） （ウィズ）

水野・桼沢 小野・高橋 山川・益子 桂川・長井

（保谷ロイヤル） （ポーレ・西原G） （高松ローン・中野アクト） （富士見ヶ丘ローン・WTC）

伊丹・伊藤 堀口・出本 渡辺・土岐田 岡本・関根

（サンライズ） （東久留米市民） （多摩サークルNH） （神宮）

射場・漆畑 中込・西藪 内田・松井 賀嶋・黒田

（東村山市民・西東京SC） （東久留米市民・西東京SC） （中山・南大沢） （オールウェイズ）

染谷(陽）・佐藤(桂) 新井・柏 関・久保 水野・戸高

（ひまわり） （ライジング） （クレスト） （小金井クラブ・JOYサークル）

田邊・神山 高中・田谷 小出・由田 吉原・関本
（M M K） （狛江ラケット） （昭島サークル・昭和の森） （ジュエ・フレンズIN）

桐生・飯田 宮川・須田 菅原・三浦 金子・佐保田
（小平金曜会・ジュディエル） （高松ローン・中野TS） （ジュエ・昭和の森サークル） （昭和の森サークル）

冨田・鈴木 佐藤・高橋 渡邉・土屋 中村・田中
（QUEEN） （高松ローン） （多摩桜ケ丘） （多摩サC・平山台）

松崎・山本 石垣・酒井 辰野・朝田 清水・岡本
（平山台・府中サンC） （ミストレス） （一球一打会・クレスト） （サントピア・ベアーズ）

中野・木下 上野・山谷 高橋・青山 神山・朝野
（水玉レディース） （高松ローン） （I.O.C・国立西が丘） （M.M.K・富士見ヶ丘L）

万徳・杉崎 棚橋・半田 湯本・亀山 松崎・石田
（ティファニー・クレスト） （立野ローン） （一球一打会） （平山台）

北澤・向後 中上・安藤 菅生・木次 小野・土山
（BTC・Vamos） （エヴァ・グリーン） （一球一打会・ビッグファイト） （国立霞ヶ丘・杉並）

乃美・小野 長谷川・窪田 棚橋・半田 佐野・中島
（西原グリーン） （アシニス） （立野ローン） （QUEEN'S・T's club）

山頭・浜路 古屋・山本 松村・木内 天野・長谷川
（神崎・京王） （高島平インドア） （水玉レディース・保谷ロイヤル） （フレンズIN・神崎）
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平尾・関根 西田・小山 高見澤・杉﨑 圓明・斉藤
(大正セントラル目白) (フレンズIN・多摩サークルA) (アシニス) (アシニス・T's club)

浦川・福嶋 安岡・石綿 増田・徳光 藤井・姫田
(マンディーズ) (T's club) (T's  club・東宝調布) (ノース・昭和の森サークル)

三好・酒井 福川・千葉 中村・三浦 伊藤・山本
(神崎・ウエスト) (登戸サンライズ) (多摩サークルC・府中サンC) (府中サンA)

佐藤(亜)・中澤 小川・井出 渡辺・林 荒木・江間 山田・小嶋 福嶋・本橋
(高島平インドア) （アシニス） （田園） （東京グリーン） （クィーンズベリー） （竹の子・東久留米市民）

鎌田・田島 古田・柴宮 花田・渡辺 佐野・鶴田 漆原・牛島 関根・野田
（スマイル） （立川TC・スプリット） （高松ローン） (ｗｉｎｄ) (西原グリーン・アシニス) （大正セントラル目白・立川ＴＣ）

稲熊・森田 関口・石坂 勝山・出店 大貫・岡崎 八木沢・細川 寺井・秋野
（一球一打会） （ウッチ―ズ） (スマイル) (GROWING) （東宝調布・神崎） （プラネット）

武田・高群 田中・長谷川 小松・釣 草柳・小林 稲熊・森田 高野・飯泉
（TENNIS SUNRISE） （アイリス） （wind） （ノース） （一球一打会） （ベアーズ）

宮坂・小澤 増・杉浦 村田(順）・野澤 滝瀬・関原 石井・三村 大門・尾崎
（メロンクラブ） （プラネット・国立霞ヶ丘） （アシニス） (ジーク） （高島平インドア・S o n i a） (T's  club・平山台)
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