
男子シングルス　ブロック大会ベスト８

1 田村 馬込中 奥墨 淑徳巣鴨中 高岡 深川三中 淵上 恩方中 長岡（源） 清泉中
2 吉田（浩） 高輪中 石橋 光が丘四中 斉藤 深川三中 河内 木曽中 長岡（恵） 清泉中
3 平岩 牛込一中 本橋 淑徳巣鴨中 高橋 千寿青葉中 西岡 府中六中 小野寺 小平二中
4 橋本 明大明治中 森田 志村二中 二ノ宮 綾瀬中 福森 調布七中 尾関 小平二中
5 荒木 荏原四中 田中 開進一中 鈴木 小松中 渡辺 府中六中 清水 東大和四中
6 野口 大森十中 田辺 田柄中 涌井 瑞江二中 小川 三鷹七中 大木 明治学院中
7 長谷川 馬込中 山内 文京十中 石坂 亀有中 吉岡 鶴牧中 永野 東京電気大中

8 吉田（紘） 高輪中 清水川 中野中央中 村岡 第三亀戸中 立岩 町田南中 石坂 清泉中
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1 新井・槇野 大森四中 武田・大川 淑徳巣鴨中 小林・松田 深川三中 菊地・佐藤 町田南中 高野・新田 清泉中
2 安田・高林 目黒八中 横山・板橋 志村二中 片山・伊藤 瑞江二中 藤川・岩切 調布七中 丹下・遠藤 国分寺一中
3 村上・鈴木 明大明治中 村上・竹川 大泉中 徳永・入倉 第三亀戸中 安部・岩村 ひよどり山中 河原・朝山 桐朋中
4 友澤・田中 大森東中 青樹・中山 光が丘四中 宮崎・白川 綾瀬中 中矢・田中 三鷹七中 内野・長谷川 国分寺一中
5 加藤・吉田 高輪中 下条・鈴木 光が丘四中 川崎・北條 深川三中 梶原・小峰 木曽中 中島・野元 柳沢中
6 東海林・村山 砧中 金・唐沢 中野九中 石原・菊地 第三亀戸中 遠田・吉崎 ひよどり山中 坂本・佐々木 柳沢中
7 梁取・伊藤 牛込二中 清水・阿部 西池袋中 猪本・大河原 千寿青葉中 清野・黒原 調布七中 岩崎・横山 福島中
8 枡田・水本 海城中 島崎・島田 高円寺中 勝又・石塚 荒川一中 藤崎・山本 調布三中 山崎・小野田 増戸中
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1 林 大森四中 小杉 淑徳巣鴨中 中井川 日本橋女学館中 岡部 恩方中 村田 小平三中
2 菅田 九段中 川路 石神井中 高橋 日本橋女学館中 榎戸 宮上中 山岸 国分寺一中
3 新井 目黒七中 荻野 石神井中 那須野 日本橋女学館中 伊勢崎 つくし野中 竹本 吹上中
4 前田 トキワ松中 小泉 光が丘三中 関根 亀有中 吉村 調布七中 荒木 五日市中
5 岩崎 貝塚中 高橋 北中野中 三島 深川八中 井口 武蔵野四中 佐藤 五日市中
6 塚原 目黒八中 川邉 中野中央中 平野 篠崎中 松野 石川中 金子 田無四中
7 酒井 羽田中 春日 中村中 樋口 伊興中 佐藤 平山中 手塚 国分寺一中
8 小林 鴎友学園中 照井 明豊中 小野寺 竹ノ塚中 野田 府中六中 野村 東村山六中
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1 馬場・樋口 西新宿中 磯貝・門井 淑徳巣鴨中 北川・坂口 日本橋女学館中 清野・荒籾 調布七中 原島・佐々木 吹上中
2 井上・嶋田 蓮沼中 曽根・高島 中村中 千葉・関根 日本橋女学館中 中澤・高崎 宮上中 高橋・宮口 田無四中
3 太田・江黒 大森四中 穴沢・村山 淑徳巣鴨中 坂巻・若林 日本橋女学館中 遠藤・小澤 ひよどり山中 森田・三浦 田無四中
4 吉本・福島 羽田中 飯田・渡邊 石神井中 小林・山本 篠崎中 若桑・布施 つくし野中 辻・中村 五日市中
5 木村・氏部 船橋中 田村・菊池 志村二中 田代・大野 伊興中 田崎・榎 宮上中 太田・亀村 五日市中
6 岡本・別府 羽田中 鈴木・菊池 志村二中 岩谷・菅野 伊興中 八井田・岡本 調布七中 杉山・塚原 東大和四中
7 河原・河原 貝塚中 三浦・佐藤 北町中 上間・滝田 足立十四中 石田・外島 武蔵野四中 長谷川・八重 田無三中
8 山本・高橋 鈴ヶ森中 小平・半戸 文京八中 井出・小泉 小岩三中 寺門・中須賀 日野三中 加藤・小峯 東大和四中
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