
種 目 優 勝 準 優 勝 第 三 位 第 三 位
安藤　優作 桂　拓也 本倉　健太郎 北野　亮介

（学連　早稲田大学） （東京　ヨネックス） （学連　明治大学） （宮城　東北高校）

内田　理久 高月　拓磨 丸山　海斗 鈴木　竜弥
（学連　早稲田大学） （東京　ヨネックス） （学連　明治大学） （宮城　東北高校）

大井　樹来 徳川　愛実 森田　奈緒 中川　瑞貴
（東京　ヨネックス） （東京　ヨネックス） （東京　ヨネックス） （東京　ナガセケンコー）

吉田　栞里 黒木　瑠璃華 神谷　絵梨奈 芝崎　百香
（東京　ヨネックス） （東京　ヨネックス） （東京　ヨネックス） （東京　ナガセケンコー）

高山　泰英 小山　慎二 室谷　洋平 太田　努
（石川　兼六クラブ） （東京　小平クラブ） （千葉　小金原クラブ） （神奈川　JX金属　倉見）

高山　知之 米山　広平 藤原　亮二 小林　宗
（石川　兼六クラブ） （東京　練馬ソフト） （千葉　松戸市役所） （神奈川　ＪＯＨＮＮＹ’Ｓ）

大高　さおり 紺野　由樹子 岡田　美幸 藤岡　友子
（宮城　けやきクラブ） （千葉　流山クラブ） （岩手　岩手医科大学） （埼玉　岩槻すみれクラブ）

鈴木　由美子 松村　季子 藤原　優子 神保　綾
（宮城　けやきクラブ） （千葉　小金原クラブ） （岩手　盛岡ソフトテニス研究会） （埼玉　川口クラブ）

中島　通晴 濵田　英明 平野　秀樹 堀口　清次
（静岡　浜松市役所） （東京　練馬ソフト） （千葉　小金原クラブ） （東京　若月組）

枝村　賢美 金倉　正三 本間　修二 相模　崇典
（静岡　浜松市役所） （東京　東村山STC） （千葉　道楽クラブ） （東京　睦クラブ）

宮尾　真由美 小野　暁子 太田　郁子 山本　有美
（埼玉　所沢ペアート） （神奈川　あじさいクラブ） （長野　飯田市協会） （東京　杉並文化）

花園　安紀 矢崎　美穂 芦部　美奈子 福士　聡子
（東京　杉並文化） （東京　杉並文化） （長野　飯田市協会） （東京　ミドウクラブ）

千野　一也 村瀬　充 菊地　治秀 富澤　裕次郎
（東京　たちばなクラブ） （埼玉　川口ISC） （千葉　松戸市役所） （福井　ウイルベリィーズ）

堀越　晴夫 仙福　和茂 牧野　憲一 野口　義高
（東京　板橋倶楽部） （埼玉　やまぼうしクラブ） （埼玉　浦和あづまクラブ） （石川　ＮＴＴ西日本金沢）

村岡　恵子 西川　淳子 吉田　由香 宮路　富江
（東京　杉並文化） （神奈川　むつみクラブ） （岩手　陸前高田市協会） （東京　ＮＩＫＯＮ）

佐野　るり子 望月　千秋 鈴木　節子 森　亜希子
（東京　杉並文化） （千葉　佐倉クラブ） （東京　日亜化学工業） （神奈川　横浜レディス）

進藤　英三 小林　和義 近江　雅喜 中野　雅弘
（岩手　岩手医科大学） （埼玉　桶川STC） （岩手　陸前高田市協会） （福島　いわきクラブ）

野田口　順弘 増田　隆行 日野　正康 佐藤　光一
（岩手　ＪＲ東日本盛岡） （埼玉　さくらそうクラブ） （岩手　一関市協会） （福島　二本松市役所）

鈴木　明美 藤岡　育子 大久保　祐子 塩島　千波
（新潟　長岡レモン） （北海道　函館ベテラン） （埼玉　熊谷クラブ） （千葉　ときわ平クラブ）

牧野　京子 北山　之恵 小林　きみ子 菅井　洋子
（埼玉　川口クラブ） （北海道　旭川女子クラブ） （埼玉　秩父COCクラブ） （千葉　明日香）

松本　良彦 吉増　健一 吉田　隆司 森島　睦宏
（東京　赤門クラブ） （東京　ミドウクラブ） （千葉　手賀沼クラブ） （群馬　オリオン精工）

守屋　孝夫 井上　和朗 泉　裕之 須藤　政美
（東京　世田谷テニス） （東京　世田谷テニス） （千葉　手賀沼クラブ） （群馬　箕郷クラブ）

井伊　寿子 田嶋　啓子 佐々木　仁子 新保　康子
（群馬　高崎中央クラブ） （千葉　市川クラブ） （北海道　大麻女子クラブ） （千葉　流山ママクラブ）

岩田　三枝子 高師　千春 伴戸　明己 深谷　美佐子
（群馬　高崎中央クラブ） （千葉　明日香） （北海道　札幌白石クラブ） （千葉　佐倉クラブ）

椚　貴文 長澤　輝雄 石井　定 柳下　秋久
（山梨　山梨シニアクラブ） （埼玉　浦和あづまクラブ） （千葉　船橋クラブ） （東京　鶴川クラブ）

田原　美成 篠山　明 永井　幸二 飯沼　恵
（山梨　韮崎市連盟） （埼玉　浦和あづまクラブ） （千葉　八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ．） （東京　特別区文化体育会）

髙橋　道子 田中　たか子 筒井　まさ子 秋山　千代子
（埼玉　所沢ペアート） （埼玉　東松山レディス） （神奈川　フコクテニス） （神奈川　太陽クラブ）

金野　英子 大畑　政子 南雲　睦子 今西　敏子
（埼玉　ふじみ野OTA） （埼玉　鴻巣レディス） （神奈川　洋光台クラブ） （千葉　幸町クラブ）

成年女子

第７２回東日本ソフトテニス選手権大会　成績一覧表
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第７２回東日本ソフトテニス選手権大会　成績一覧表

石川　延房 吉田　真一 石崎　和義 稲場　行雄
（静岡　富士ファミリー） （茨城　磯原クラブ） （神奈川　横浜市役所） （埼玉　浦和あづまクラブ）

岩本　義久 青木　正 宝力　良允 加藤　芳夫
（静岡　静園クラブ） （茨城　日立SST） （神奈川　逗子開成ＯＢ会） （埼玉　桶川STC）

小谷　苑子 平間　喜代子 大塚　恵美子 吉澤　静江
（東京　葛飾クラブ） （千葉　船橋高根台クラブ） （群馬　高崎中央クラブ） （群馬　伊勢崎クラブ）

高野　春子 夏原　麗子 林　孝江 古川　千恵子
（群馬　前橋クラブ） （千葉　浦安会） （埼玉　川口クラブ） （群馬　桐生クラブ）

荒川　長彌 玉野　寿一 青木　東平 鈴木　重臣
（茨城　日立SST） （東京　わいわいクラブ） （神奈川　茅ヶ崎クラブ） （埼玉　蕨テニスクラブ）

大滝　正栄 柳川　真寛 手塚　進 石山　透
（茨城　日立クラブ） （神奈川　金剛寺クラブ） （千葉　貝塚中央クラブ） （埼玉　岩槻スバル）

鈴木　洋子 竹内　靖子 横田　美慧子 屋宮　規子
（福島　いわきママクラブ） （埼玉　大宮クラブ） （宮城　仙台ＭＳＴクラブ） （千葉　天台クラブ）

西山　勢子 幾田　靖子 堀井　弘子 田中　輝子
（福島　原町プリティー） （神奈川　小槻クラブ） （埼玉　所沢ペアート） （千葉　柏千代田クラブ）

栗田　舜二 石川　達
（神奈川　金剛寺クラブ） （宮城　宮城野原ＳＴクラブ）

荻窪　武晴 石田　輝夫
（神奈川　あしがら２１） （神奈川　ひまわりクラブ）

藤樫　わか子 柴田　陽子
（東京　小金井クラブ） （東京　杉並文化クラブ）

大上　素子 富田　千代子
（埼玉　上尾レディス） （埼玉　川口北婦人クラブ）
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