
釘田 悦男 ワンスモア 熊岡 徹也 Free Style
大野 公伯 ワンスモア 中島 輝雄 Free Style

釘田 悦男 ワンスモア 釘田 中尾 岳 リコー RED 寺西

大野 公伯 ワンスモア 大野 長藤 大 J-J-JACKS 久世

足立 大助 フレームショット 足立 61 寺西 良太 EMTC 寺西 WO

福島 良和 フレームショット 福島 久世 和範 EMTC 久世

成林 卓郎 Nキューブ 62 釘田 相原 崇 WSジャパン 62 妹尾

花田 信二 Nキューブ 大野 太田 伸彦 WSジャパン 片山

竹山 洋三 ITCテニスヒル仁川 竹山 62 妹尾 俊治 ワンスモア 妹尾 64

志原 正明 ITCテニスヒル仁川
志原 片山 浩二 ワンスモア 片山

小塩 拓正 KT-Fun 61 竹山 伊藤 治郎 Ｎキューブ 63 妹尾

山中 将司 KT-Fun 志原 松崎 浩一 Ｎキューブ 片山

戸川 浩一 ぽーち 60 釘田 北村 雄二 クアドリフォリオ 75 水田

横井 裕介 ぽーち 大野 山西 克也 クアドリフォリオ 村上

宝来 憲太郎 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 宝来 62 松岡 亮介 ぽーち 水田 76（4）

須田 直樹 フリー 須田 松田 晃弘 ぽーち 村上

酒本 幸司 Ｎキューブ 酒本 64 水田 和文 GOSH 水田 61

大石 孝洋 Ｎキューブ 大石 村上 幸弘 GOSH 村上

赤木 謙介 GOSH 63 宝来 安村 和三 フレームショット 75 水田

小島 亮一 GOSH 須田 大石 高治 フレームショット 村上

吉田 武男 ノア・インドアステージ 行田 43RET 山本 健二 やまけん 山本 76（4）

吉井 大生 ノア・インドアステージ
隆 加納 公一 サウサリート 加納

行田 武史 KTT 61 水守 野上 桂太郎 Nキューブ 62 西田

隆 幸太郎 KTT 前田 田中 照久 Nキューブ 上原

水守 保夫 SUPREME 64 釘田 西田 潤治 ITCテニスヒル仁川 75 熊岡

前田 弘樹 SUPREME 大野 上原 琢嗣 阪急仁川テニスクラブ
中島

大矢 敏之 サウサリート 大矢 64 石田 成彦 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 石田 62

森田 剛 サウサリート 森田 中山 英典 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 中山

池上 裕司 ITCテニスヒル仁川 石井 62 山本 晋也 Parabola Club 山本 62

北村 崇師 ITCテニスヒル仁川
堀江 叶 和之 Parabola Club 叶

石井 伸二 ワンスモア 63 大矢 巽 賢二 Amanz 60 石田

堀江 邦看 ワンスモア 森田 松島 篤 Amanz 中山

矢野 准哉 KTT 矢野 64 石井 崇 クアドリフォリオ 岩浅 60

高井 将行 KTT 高井 大塚 慎也 クアドリフォリオ 西村

三宅 哲司 フリー 63 矢野 岩浅 光洋 ワンスモア WO 岩浅

肥後 雄大 フリー 高井 西村 晋治 ワンスモア 西村

高岸 丈朗 クアドリフォリオ 61 和中 新宮 亮佑 KUMEG 60 熊岡

小門 秀樹 クアドリフォリオ 國光 山口 芳雄 KUMEG 中島

島 慎一 ぽーち 前川 76（7） 福見 浩人 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 福見 61

尾関 英徳 ぽーち 田澤 宮本 真治 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 宮本

會澤 進一 SUPREME 前川 75 黒田 誠 SUPREME 黒田 63

中島 正登 SUPREME 田澤 織田 雅行 トップギア 織田

前川 格 Parabola Club 63 和中 布村 裕志 Ｎキューブ 64 熊岡

田澤 義博 Parabola Club 國光 三好 宏明 Ｎキューブ 中島

酒井 直樹 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 酒井 62 片野田 大地 ぽーち 道喜 60

辻 一敬 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 辻 塚脇 克也 ぽーち 山川

大橋 一浩 Ｎキューブ 75 和中 道喜 久純 ウイングＴＣ 60 熊岡

木原 太門 Ｎキューブ 國光 山川 泰治 ウイングＴＣ 中島

和中 武志 GOSH 76（7） 熊岡 徹也 Free Style 64

國光 宏昌 阪急仁川テニスクラブ 中島 輝雄 Free Style

熊岡・中島（Free Style）
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佐藤 静也 ワンスモア 谷口 修一 ＯＪＭ 谷口
福澤 健次 ワンスモア 小嶋 政夫 ＯＪＭ 小嶋

藤野 幹彦 ＯＪＭ 荒木 謙至 甲子園TC 61 谷口

田中 省三 ＯＪＭ 金泉 裕一 フリー 小嶋

佐久間庄三 EMTC 魚住 良一 EMTC 魚住 64
松本 学 EMTC 岩堀 雅彦 阪急仁川TC 岩堀

戸田 圭三 リバーサイドＴＣ 角台 利治 リバーサイドＴ．Ｃ． 63 桑原

三宅 直樹 リバーサイドＴＣ 森辺 一男 リバーサイドＴ．Ｃ． 常次

松川 二郎 システムギア 古賀 信 フリー 古賀 75
大石 寛 システムギア 土谷 昌晴 フリー 土谷

斎ヶ原 勝則 ファミリーテニスクラブ 窪井 方和 NHTC 60 桑原

大路 武 フリー 鳥飼 謙三 NHTC 常次

民野 哲男 甲子園TC 三宅 士朗 EMTC 桑原 76（2）

中村 信之 甲子園TC 田村 精通 EMTC 常次
稲葉 稔 ＡＱＣ 桑原 憲一 リバーサイドＴ．Ｃ． 61 桑原

岡 昌志 ＡＱＣ 常次 正和 リバーサイドＴ．Ｃ． 常次

山中 逸郎 ウイングＴＣ 中村 週次 ＯＪＭ 中村 64
川合 誠司 ウイングＴＣ 松本 章 ＯＪＭ 松本

石田 一朗 古野電気 髙崎 明 甲風園テニススクール 61 清水

村田 智昭 古野電気 梶山 吉則 フリー 土井

岡村 光博 西尾塾 清水 弘治 AGTC 清水 61
菅原 健 西尾塾 土井 敦夫 リバーサイドＴ．Ｃ． 土井

荒木 英樹 Ｔｅａｍ１０１ 堀井 清司 EMTC 61 清水

村上 雅一 Ｔｅａｍ１０１ 宮内 正博 EMTC 土井

酒井 淳一 フレームショット 小竹 博 香枦園TC 真鍋 63
宇野 博和 フレームショット 友廣 良 香枦園TC 藪花
高橋 大介 ファミリーテニスクラブ 真鍋 和美 フライデーナイト 64 川上

石井 功 ＯＪＭ 藪花 誠 フライデーナイト 城

山手 莊平 システムギア 松井 正規 ワンスモア 川上 63
上岡 琢 システムギア 宿久 譲治 ワンスモア 城
山下 富三 フライデーナイト 川上 啓二 リバーサイドＴ．Ｃ． 63
小澤 政弘 フライデーナイト 城 龍浩 リバーサイドＴ．Ｃ．

荒木 和宏 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ

大内 淳司 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ

布袋 敏男 リバーサイドＴ．Ｃ．

増田 明弘 リバーサイドＴ．Ｃ．

江浦 浩 クアドリフォリオ

松井 正文 クアドリフォリオ
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