
◇男子ダブルス◇

30 日比野・奥田 （東大ALLDC）

25 寺嶋・樫本 （東大ALLDC）

22 亀井・渡辺 （筑波大FANCY）

23 小関・増田 （東工大SOMINITY・一橋硬庭）

20 岩崎・安村 （東大レモンスマッシュ）

21 池田・百塚 （東大トマト）

31 金子・中田 （東大レモンスマッシュ）

28 垣原・伊林 （東大トマト）

29 伊勢坊・伊香 （東大サンフレンド）

26 大足・本部 （一橋硬庭）

27 渕・平永 （東大ALLDC）

24 澤田・桐山 （東大スポーツ愛好会）

34 西田・今村 （東大スポーツ愛好会）

32 櫻川・北川 （東大ALLDC）

33 仲田・長谷川 （東大WEEKEND）

14 片山・磯崎 （東工大SEVEN）

15 飯野・久森 （一橋Do!）

16 庄子・太斎 （一橋C.T.C）

17 小林(俊)・山村 （東大トマト）

18 岡田・加藤 （東工大SOMINITY）

8 野中・畠中 （千葉大あまりぃず）

9 伊澤・今井 (一橋硬庭)

12 宮川・辻中 （東大ALLDC）

（東大トマト）10 後藤・菊地

13 近藤・原 （東大BLENDY）

19 三谷・海老沼 （一橋硬庭）

（東工大SOMINITY）

（一橋Do!）

（東大BLENDY）

（東大トマト）

（一橋C.T.C.）

（東大サンフレンド）

（電通大Advantage）

（東大ドンキー）

4 小林(知)・塩塚

7

6

5 中村・本田

石川・伊藤

川浦・伊藤

1 滝澤・大石

2 縣・不破

3 矢澤(和)・藤田

11 宮田・増田
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◇男子ダブルス◇

（東大BLENDY・サンフレンド）

（東工大SEVEN）

福井・綾部

戸田・弘中

永綱・井田

谷・宇波

渡辺・武松

今井・荻野

岡本・松山

斎藤・牛尾

寺田・加藤100

bye

（学芸大elf）

（東大サンフレンド）

（東工大O.T.C.）

（一橋C.T.C.）

（東大サンフレンド）

（東大レモンスマッシュ）

（東大サンフレンド）

98

99

96

97

94

95

92

93

90

91 後藤・富井 （一橋硬庭）

88 熊野・石原 （一橋Do!）

89

山田・川出 （東大ALLDC）

bye

86 渡邉・山下 （東大トマト）

87 中島・眞方 （東大レモンスマッシュ）

84 横山・斎藤 （東工大O.T.C.）

85 高橋・江川 （一橋硬庭）

82 高垣・蔦原 （東大ALLDC）

83 蓮見・田川 （東大サンフレンド）

80 原田・小田原 （東大トマト）

81 岩橋・本田 東大ウィンブルドン）

78 新井・高草木 （東大トマト）

79 松井・張 （東大レモンスマッシュ）

76 蛯原・田崎 （筑波大FANCY）

77 谷口(勇)・豊田 （東大WEEKEND）

69 信田・近藤 （東大ALLDC）

74 堤・寺島 （東大ALLDC）

75 矢澤・堀川 （東大トマト）

72 佐々木・湯浅 （一橋硬庭）

73 倉持・高木 （東工大SOMINITY）

70 染谷・蛯原 （東大スポーツ愛好会）

71 長谷川・川合 （東工大SOMINITY）

68 河崎・一万田 （一橋Do!）
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◇男子ダブルス◇

羽田野・高島 （東大ベスター・S.A.S)

坂倉・池田 （東大サンフレンド） 67

譚・鹿野 （一橋ALWAYS） 66

64

曹・池野 （東工大SEVEN） 65

62

大橋・佐藤 （東大ALLDC）

63清水・小山 （東大レモンスマッシュ）

武田(和)・佐藤 （東大WEEKEND） 60

中井・鹿島 （東大BLENDY）

61

（東大トマト） 58

水谷・水谷 （学芸大elf） 59

別所・吉野 （東大サンフレンド） 56

岩本・倉本 （東大レモンスマッシュ） 57

（一橋硬庭） 54

玉生・三原 （東大トマト） 55

52

森(公)・米田 （東大ALLDC） 53

(筑波大FANCY) 51

佐々木・梅沢 （東工大SOMINITY）

伊藤(俊)・佐藤 （一橋Do!） 49

佐藤(優)・山本 （東工大SOMINITY） 50

（東工大SOMINITY） 47

浅野・米崎 （東大トマト） 48

廣尾・浅井 （東大BLENDY・WEEKEND） 45

村山・溝端 （東大トマト） 46

（東大レモンスマッシュ） 43

中畑・山口 （東工大SOMINITY） 44

田中・水杉 （埼玉大硬楽会） 41

塩原・齋藤 （一橋硬庭・東大トマト） 42

松本・秋山

前田・高畑

伊藤・古場

寺島・佐々木(瑛)

酒井・西尾

板山・高橋 （東工大O.T.C.・東大トマト） 35

渡部・大石 （一橋ALWAYS） 36

谷口(尚)・飯塚 （東大WEEKEND）

副島・菊地 （一橋Do!） 40

37

中村・陳 （筑波大FANCY・FOREST） 38

相澤・関根 （学芸大elf） 39
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◇男子ダブルス◇

松田・五十嵐 （東大サンフレンド） 113

半田・田中 （一橋Do!） 107

110

111

112

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

福田・寺門 （埼玉大硬楽会）

雨宮・渋谷 （東大トマト)

中村・須藤 （東大ALLDC)

村上・渡邉 （東大トマト)

菅田・松尾 （筑波大FANCY）

藤森・前村 （学芸大elf）

久保田・石原 （東大スポーツ愛好会）

大谷・中牟田 （一橋C.T.C.）

吉留・倉本 （東工大O.T.C.）

小暮・近藤 （東工大SOMINITY）

松元・住川 （東大スポーツ愛好会）

127

128

129

130

森(大)・藤井

中之内・佐々木 （東工大O.T.C.）

石川・鴨志田 （東大ALLDC）

臼井・澤田 （東大サンフレンド）

佐藤・日高 （東大スポーツ愛好会・東工大SOMINITY）

伊藤・川村 （一橋C.T.C.）

伊藤(健)・柳田 （東大トマト・ALLDC） 101

羽田野・高島 （東大ベスタ—・S.A.S.） 102

澤田・三輪 （一橋硬庭） 109

塚本・石丸 （東大BLENDY・東工大Belle Breeze） 105

平澤・會澤 （東工大SOMINITY） 106

菊地・小林 （学芸大elf） 103

安東・山崎 （東大WEEKEND） 104

（東大ALLDC)

若林・竹内 （東大WEEKEND）

中津・西尾 （東大WEEKEND）

田窪・山崎 （東大レモンスマッシュ）

132

133

134

135

136

鈴木・髙橋 （東大ブレンディ・千葉大あまりいず）108

東條・富永 （東大サンフレンド） 137

伊藤(勝)・西尾

小野田・榎窪

井上・岡本

浅野・島田

岸田・大久保

谷内・高橋

（一橋Do!）

(東大レモンスマッシュ)

（東大トマト)

（東大ALLDC)

（東工大SEVEN）

（東大サンフレンド）

131
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