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西東京市 武蔵野市
２－１ ２－１
(6-1,7-5,2-6) (4-6,6-1,6-3)

豊島区 中野区
３－０ ３－０
(7-5,6-1,7-5) 6-3.6-2.6-1)

町田市 江東区
２－１ ３－０
(6-2.67(5),6-3) (6-2,6-1,6-1)

町田市 江東区
３－０ ２－１
(7-6(6),6-0,6-4) (2-6.6-2,6-2)

町田市 江東区
３－０ ２－１
(6-1,6-2,6-1) (6-0,3-6,7-6(6))

立川市 練馬区 大田区 八王子
２－１ ２－１ ３－０ ３－０
(6-4,6-1,0-6) (5-7,6-3,6-0) (6-1,6-0,6-4) (6-2,6-1,6-1)

小平市 清瀬市
２－１ ２－１
(6-4,6-4-1-6) (6-3,0-6,6-1)

昭島市 葛飾区
３－０ ２－１
(6-2,6-3,6-1) (7-5,7-6(6),2-6)

練馬区 大田区
３－０ ３－０
6-2.6-3,6-1) (6-1,6-2,6-2)

練馬区 板橋区
３－０ ３－０
(6-1,6-3,6-4) (6-3,6-4,6-0)

練馬区 大田区
３－０ 練馬区 大田区 ２－１
(6-0,6-3,6-1) ２－１ ３－０ (6-0,4-6,6-2)

(6-3,6-3,3-6) (6-2,6-2,6-0)

調布市 三鷹市
３－０ ３－０
6-2,6-1,6-0) (6-1,6-3,6-1) 0.4375

調布市 三鷹市
３－０ ３－０
(6-0,6-0,6-0) (6-3,6-1,6-1)

府中市 三鷹市
２－１ ３－０
(7-5,3-6,6-2) (6-2,7-6(4),7-5)

中央区 墨田区
３－０ ２－１
(6-4,6-3,6-1) (6-1,6-4,0-6)

府中市 品川区
３－０ ２－１
(6-3,6-1,6-4) (6-1,3-6,4-6)

台東区 三鷹市
２－１ ２－１
(6-2,4-6,6-3) (6-3,6-1,4-6)

北区 新宿区
２－１ ２－１
(6-1,6-7(5),6-2) (3-6,6-4,6-4)

北区 新宿区
２－１ ２－１
(7-5,6-2,6-0) (2-6,7-5,6-1)

台東区 港区
３－０ ３－０
(6-4,7-5,6-4) (6-1,6-3,6-1)

足立区 東大和市
３－０ ３－０
(6-3,6-1,6-0) (6-4,7-5,6-1)

台東区 港区
３－０

２－１ (6-3,6-3,6-1)
(6-0.6-3,2-6)

大大大大 田田田田 区区区区

45454545渋渋渋渋 谷谷谷谷 区区区区

稲稲稲稲 城城城城 市市市市 40404040

三三三三 鷹鷹鷹鷹 市市市市

38383838

福福福福 生生生生 市市市市

24242424 足足足足 立立立立 区区区区

25252525 台台台台 東東東東 区区区区

23232323 ああああ きききき るるるる 野野野野 市市市市

北北北北 区区区区

12121212

14141414 羽羽羽羽 村村村村 市市市市

22222222

20202020 狛狛狛狛 江江江江 市市市市

21212121

千千千千 代代代代 田田田田 区区区区

10101010 八八八八 丈丈丈丈 町町町町

9999 昭昭昭昭 島島島島 市市市市

7777 立立立立 川川川川 市市市市

8888 小小小小 平平平平 市市市市 清清清清 瀬瀬瀬瀬 市市市市 33333333

葛葛葛葛 飾飾飾飾 区区区区

11111111 東東東東 村村村村 山山山山 市市市市

青青青青 梅梅梅梅 市市市市

練練練練 馬馬馬馬 区区区区

15151515 調調調調 布布布布 市市市市

16161616

26262626武武武武 蔵蔵蔵蔵 野野野野 市市市市

28282828小小小小 金金金金 井井井井 市市市市

30303030国国国国 分分分分 寺寺寺寺 市市市市

35353535

板板板板 橋橋橋橋 区区区区

29292929江江江江 東東東東 区区区区

27272727中中中中 野野野野 区区区区

日日日日 野野野野 市市市市 36363636

八八八八 王王王王 子子子子 市市市市 32323232

女女女女 子子子子 のののの 部部部部

FFFF

1111

3333

杉杉杉杉 並並並並 区区区区

37373737

東東東東 久久久久 留留留留 米米米米 市市市市 34343434

31313131武武武武 蔵蔵蔵蔵 村村村村 山山山山 市市市市

5555

2222

4444

6666

町町町町 田田田田 市市市市

西西西西 東東東東 京京京京 市市市市

目目目目 黒黒黒黒 区区区区

豊豊豊豊 島島島島 区区区区

荒荒荒荒 川川川川 区区区区

43434343

品品品品 川川川川 区区区区 44444444

39393939

41414141

墨墨墨墨 田田田田 区区区区 42424242

49494949

港港港港 区区区区 50505050

東東東東 大大大大 和和和和 市市市市

瑞瑞瑞瑞 穂穂穂穂 町町町町

新新新新 宿宿宿宿 区区区区

国国国国 立立立立 市市市市 48484848

18181818

47474747

＊日付の記入がない時刻はすべて５月20日

46464646

世世世世 田田田田 谷谷谷谷 区区区区

大田区
３－０

(7-6(1),6-1,6-0)

文文文文 京京京京 区区区区

17171717 中中中中 央央央央 区区区区

19191919 府府府府 中中中中 市市市市

多多多多 摩摩摩摩 市市市市

13131313

*出場チームは、プレー出来る服装になって、定刻10分前までに本部へ出席を届けて下さい。
*砂入り人工芝コート使用の為、小雨でも試合を行うことがあります。雨天時のお問合せは会場レフェリーの携帯電話にご連絡願います。

電話番号090-2241-5085または090-8507-0678　※9:00以降のみの対応となります。


