
澤井 達也 K－レンジャー 河原 悠介 インジャーズ
大坪 勇人 K－レンジャー 鳥居 佳生 インジャーズ

大林 亮 Ｊ－Ｊ－ＪＡＣＫＳ 大林 石井 崇 クアドリフォリオ 石井
村上 憲市 Ｊ－Ｊ－ＪＡＣＫＳ 村上 大塚 慎也 クアドリフォリオ 大塚

行田 武史 KTT 61 大林 大矢 耕平 インジャーズ 76(2) 石井

洲崎 誠司 KTT 村上 林 晃平 インジャーズ 大塚

鹿嶋 貴志 クアドリフォリオ 鹿嶋 62 友金 誠 LaSH 友金 60
平野 靖貴 クアドリフォリオ 平野 寺岡 幸浩 LaSH 寺岡

赤松 弘之 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 63 大林 式町 崇 フリー 61 古矢

日浦 章雄 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 村上 山田 裕紀	 フリー 清水

吉田 奨平 インジャーズ 井上 63 川元 悠平 Parabola Club 三田村 76（2）

吉池 俊 インジャーズ 前野 岩崎 和也 Parabola Club 村田

井上 貴千 クアドリフォリオ 63 渋田 三田村 裕晃 クアドリフォリオ 76(2) 古矢

前野 翼 クアドリフォリオ 壺井 村田 龍星 クアドリフォリオ 清水

大矢 敏之 サウサリート 渋田 76(3) 岩崎 寛 Team UG 古矢 64
森田 剛 サウサリート 壺井 香川 将孝 JJ−jacks 清水

渋田 真宏 Team UG 61 澤井 古矢 智弘 フレームショット 63 河原
壺井 芳樹 Team UG 大坪 清水 亮太 フレームショット 鳥居

増田 翔 サウスキャッツ 村上 64 西村 慧輔 ITCテニスヒル仁川 西村 63
戸谷 晃士 サウスキャッツ 福永 北川 颯斗 ITCテニスヒル仁川 北川

村上 元彦 クアドリフォリオ 75 村上 宮浦 智也 クアドリフォリオ 62 西村

福永 淳 クアドリフォリオ 福永 寒川 雄斗 クアドリフォリオ 北川

宇梶 祐介 フレームショット 宇梶 64 福見 浩人 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 武田 62
山本 侑生 フレームショット 山本 信田 徹 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 天宅

松永 雄飛 インジャーズ 63 澤井 武田 一也 リコー RED 61 河原

田名瀬 寛史 インジャーズ 大坪 天宅 勇気 リコー RED 鳥居

和中 武志 GOSH 藤田 62 中島 大佑 クアドリフォリオ 滝内 64
國光 宏昌 阪急仁川テニスクラブ 黒田 横山 和希 クアドリフォリオ 安田

藤田 大陽 クアドリフォリオ 64 澤井 滝内 智史 がけっぷち 62 河原

黒田 真太朗 クアドリフォリオ 大坪 安田 大介 がけっぷち 鳥居

大土井 空哉 ﾌﾘｰ 澤井 61 中村 勇一 KTT 河原 61
大土井 誠 甲風園テニススクール 大坪 高井 将行 KTT 鳥居

澤井 達也 K－レンジャー 63 河原 悠介 インジャーズ 60
大坪 勇人 K－レンジャー 鳥居 佳生 インジャーズ
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