
東京　会場
        一覧  順不同 

№ チーム名 メンバー

1 青春 取 戻  
荻山 彰規 水野 政幸 倉田 渓 太田 成紀

島地 奈穂 三井 八重子 関原 由香 大羽 郁

2        
熊谷 直樹 倉地 達之 荻野 淳

細川 京子 佐 木 麻衣 楠瀬 由美子 田野入 美樹

3           
中村 憲児 田中 雅彦 小泉 久志

田中 真理 稲垣    原田 佳代子

4    
遠藤 典夫 佐藤 浩 成田 博城 島根 博昭

東海林 美紀 仁木 邦子 遠藤 美代子 佐藤 美穂

5    香
北山 昴 小林     村井 裕樹

田村    富田 恵未 鮫島    

6    鷹
日高 知徳 瀬尾 昌弘 小鷹 弘穀

村岡 有紀 小川 友美 瀬切 節

7         
佐藤 郷 村井 真也 園田 勇也

堀之内    横山   藤井 琴美

8   
田中 健祐 徳永 陽介 岸 大我

高田 由美 早川    田中    

9      
福村 昌人 阪本 高史 高橋 奎斗 正木 義時

飯塚 敦子 鈴木 里央 島崎 若菜

10       
桜井 浩一 中道 浩明 富田 斉

桜井 銘子 富田    内田 国女

11 翼 折         
大平 忠明 大平 康明 堀口 夢心 白畠 功

田中 由紀 中島 協子 南 桂子

12      
後藤 春鷹 時崎 竜史 板倉 敦

後藤    和田 由美 崔 恵美子

13        
原田 健太郎 式部 慈史 森 昴久 平田 有樹

平岡 弥那子 佐藤 有里子 西村    

14          
柳谷 宣達 太田 一石 森川 智貴

吉田 桃子 樫井 亜依 樫井 那津未

15 無理    
渡邉 真利 上谷 雄二 井奥 貴登

北代    林   筒井 雪美

16      
黒川 晴之 金子 忠利 近藤 直彦 奥村 誠基

島崎 美穂 金子 道子 遠藤 英子

17       
江成 昭満 佐瀬 弘和 遠西 信男

鈴木 友恵 中原    真田 直子 渡辺 康子

18            
板山 宏一 加藤 健一 小西 康彦

梅田 秀美 広瀬 友岐代 瀬川 逸子



2016  Prince Cup  関東ブロック　 東京⼤会
１位トーナメント

A1位

1 ロイヤルテニスクラブ
2-1B1位

2 ＹＤＫ ⼥⼦　6-2

3-0 男⼦　4-6
MIX　6-4

C1位 ⼥⼦　6-4

3 トップわんちゃんず 男⼦　6-4
MIX　6-1 3-0

ぱみゅみゃんこ★D1位 ⼥⼦　6-1

4 無理はしない 男⼦　6-2

2-1 MIX　6-2

E1位 ⼥⼦　3-6

5 ひよこＧＣ 男⼦　6- 3-0MIX　6-4
⼥⼦　6-3

Ｆ1位 男⼦　6-2

6 ぱみゅみゃんこ★ MIX　6-3



2016  Prince Cup  関東ブロック　 東京⼤会
２位トーナメント

A2位

1 テム
2-1B2位

2 ⻘春を取り戻せ！ ⼥⼦　6-0

2-1 男⼦　2-6
MIX　6-2

C2位 ⼥⼦　6-0

3 チームアロハ 男⼦　6-3
MIX　3-6 3-0

にゃーさんD2位 ⼥⼦　6-4

4 ごまのすけ 男⼦　6-4

3-0 MIX　6-4

E2位 ⼥⼦　6-0

5 にゃーさん 男⼦　6-5 3-0MIX　6-3
⼥⼦　6-4

Ｆ2位 男⼦　6-3

6 Team Ebisen MIX　6-0



2016  Prince Cup  関東ブロック　 東京⼤会
3位トーナメント

A3位

1 きいろ⾹
2-1B3位

2 チーム鷹 ⼥⼦　4-6

3-0 男⼦　6-5
MIX　6-1

C3位 ⼥⼦　6-5

3 つばさのトラ 男⼦　6-4
MIX　6-0 2-1

翼の折れないエンジェルスD3位 ⼥⼦　3-6

4 ポーラスターズ 男⼦　6-2

2-1 MIX　6-5

E3位 ⼥⼦　0-6

5 翼の折れないエンジェルス 男⼦　6-4 2-1MIX　6-4
⼥⼦　3-6

Ｆ3位 男⼦　6-0

6 オレンジデイズ MIX　6-5


