
木田 龍之介 ぽーち 弓田 稲葉 稔 ＡＱＣ 角間

北川 真輔 ぽーち 大橋 稲葉 健太 ＡＱＣ 村下

古川 貴浩 リコー RED 弓田 64 片野田 大地 ぽーち 角間 63
井村 雅行 リコー RED 大橋 松本 孝治 ぽーち 村下

弓田 啓貴 エンプティー 76(4) 弓田 角間 聡 フリー 61 角間

大橋 幸司 エンプティー 大橋 村下 昌三 フリー 村下

田村 健 TTC 田村 64 竹山 洋三 ITCテニスヒル仁川 竹山 76（4）

田口 寛史 TTC 田口 志原 正明 ITCテニスヒル仁川 志原

目黒 浩之 KT-Fun WO 田村 酒井 直樹 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ WO 森
大野 勝久 KT-Fun 田口 辻 一敬 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 小田

奈須 年之 古野電気 奈須 61 森 兼 TTC 森 61
近藤 数浩 古野電気 近藤 小田 佑士 TTC 小田

野本 拓志 フリー 64 古野 昌彦 ファイン 62 弓田

丸尾 怜暉 ノア西宮 田中 昌一 ファイン 竹原

道喜 久純 ウイングＴＣ 道喜 小谷 俊博 フリー 弓田 63
山川 泰治 ウイングＴＣ 山川 外村 慎一 フリー 竹原

相原 一郎 フリー 60 佐々木 弓田 啓一郎 Nキューブ WO 弓田

前田 佑輝 フリー 下川 竹原 直幸 Nキューブ 竹原

佐々木 徹 チャチャキ会 佐々木 64 山田 幹也 フリー 板原 63
下川 裕己 チャチャキ会 下川 田中 吉政 フリー 横井

羽根 大輔 KUMEG 63 永井 板原 直人 ぽーち 62 弓田

松本 智也 KUMEG 湯川 横井 裕介 ぽーち 竹原

永井 利幸 フレームショット 永井 64 乙幡 明宏 ParabolaClub 河辺 64
湯川 嘉廉 フレームショット 湯川 山田 佳明 ParabolaClub 片山

赤藤 真一 ＡＱＣ 61 永井 河辺 義治 ワンスモア 64 河辺

中瀬 俊宏 ＡＱＣ 湯川 片山 浩二 ワンスモア 片山

山﨑 勇輝 古野電気 62 石田 一郎 古野電気 63
西久保 大輔 古野電気 村田 智昭 古野電気
井上 太一 WSジャパン 井上 野崎 朗彦 古野電気 成瀬

玉置 豪俊 WSジャパン 玉置 川田 誠生 古野電気 高橋

笹谷 卓也 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 笹谷 63 成瀬 修平 システムギア 成瀬 60
松村 和征 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 松村 高橋 直哉 システムギア 高橋

釜元 俊樹 KTT 61 寺西 芝田 裕樹 サウサリート 63 成瀬

岡 敬志 KTT 東 津﨑 宏一 サウサリート 高橋

山崎 昌尚 西尾塾 山崎 62 猪熊 智樹 フリー 宮本 64
若柳 晴彦 西尾塾 若柳 水口 達哉 フリー 小川

加藤 浩史 古野電気 61 寺西 宮本 真治 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 61 宮本

岡本 信 古野電気 東 小川 昌也 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 小川

寺西 良太 EMTC 寺西 61 近藤 潤一 KTT 近藤 61
東 裕也 EMTC 東 山口 大助 KTT 山口

岡 昌志 ＡＱＣ WO 松岡 亮介 ぽーち WO 成瀬

吉村 健 ＡＱＣ 松田 晃弘 ぽーち 高橋

土井 善弘 ぽーち 土井 三宅 哲司 フリー 三宅 63
三谷 恵一 ぽーち 三谷 肥後 雄大 フリー 肥後

高木 大地 フリー 64 土井 宮崎 幸弘 お茶テニ倶楽部 75 酒井

高木 龍之介 フリー 三谷 大西 隆道 お茶テニ倶楽部 中東

税所 大成 フリー 佐久間 63 荒木 英樹 Team101 酒井 64
松石 龍誠 フリー 松本 村上 雅一 Team101 中東

佐久間 庄三 EMTC 63 土井 酒井 啓之 Nキューブ 62 重本

松本 学 EMTC 三谷 中東 靖和 Nキューブ 正木

山中 将司 KT-Fun 山中 61 重本 亮 フリー 重本 60
石井 尚吾 KT-Fun 石井 正木 昭薫 フリー 正木

古賀 信 フリー 63 山中 川人 広典 トップギア 64 重本

土谷 昌晴 フリー 石井 前田 裕之 トップギア 正木

高岸 丈朗 クアドリフォリオ 64 永田 剛 KT-Fun 62
小門 秀樹 クアドリフォリオ 福味 克幸 KT-Fun
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