
谷本 義明 フリー 鈴木 桐山 健太郎 フリー 正躰

松岡 健司 フリー 吉田 斉脇 泉 フリー 井上

鈴木 弘 WSジャパン 鈴木 64 棚橋 裕基 ITCテニスヒル仁川 正躰 62

吉田 功 WSジャパン 吉田 宮内 光和 ITCテニスヒル仁川 井上

藤田 要 Nキューブ 76（5） 中山 正躰 功二 KT-Fun 63 川崎

木原 太門 Nキューブ 山之内 井上 賀文 KT-Fun 由布

疋田 勝也 K－レンジャー 高橋 60 白枝 祐治 フリー 白枝 63

成尾 陸 K－レンジャー 塚脇 白枝 佳介 フリー 白枝

高橋 成治 ぽーち 61 中山 馬越 述喜 タッチースクール 60 川崎

塚脇 克也 ぽーち 山之内 久井 一洋 タッチースクール 由布

中山 雄次 Rising☆Stars 中山 61 余田 博文 Nキューブ 川崎 64

山之内 晃 Rising☆Stars 山之内 木原 太仁 Nキューブ 由布

髙崎 明 甲風園テニススクール 63 中山 川崎 宏和 SUPREME 63 田原

梶山 吉則 フリー 山之内 由布 洋輔 SUPREME 佐久間

幸泉 正流 Nキューブ 松岡 60 安田 直人 ぽーち 水島 63

安達 俊彦 Nキューブ 白井 石原 宏紀 ぽーち 森田

松岡 公久 SUPREME 75 松岡 水島 信次 ファイン 60 水島

白井 秀明 SUPREME 白井 森田 裕棋 ファイン 森田

森 正樹 EMTC 森 62 土谷 崇 K－レンジャー 力丸 64

豊川 銀千 EMTC 豊川 米谷 知紀 K－レンジャー 田中

岡西 勝雄 ITCテニスヒル仁川 60 山田 力丸 哲 Nキューブ 60 田原

射場 茂 ITCテニスヒル仁川 光本 田中 勝也 Nキューブ 佐久間

糸川 智久 Nキューブ 山田 63 田原 滉士 フリー 田原 64

上之原 篤志 Nキューブ 光本 佐久間 結聖 フリー 佐久間

山田 佑樹 フリー 75 山田 井上 潤也 フレームショット 64 田原

光本 政敬 フリー 光本 土井 佑介 フレームショット 佐久間

湯川 清学 フリー 山上 63 小谷 俊博 フリー 小島 62

湯川 慎直人 フリー 小澤 外村 慎一 フリー 山崎

山上 朋宏 リバーサイドＴ．Ｃ． 61 小島 大亮 Nキューブ WO

小澤 秀幸 リバーサイドＴ．Ｃ． 山崎 重良 Nキューブ

伊藤 颯太 Nキューブ 南

沼崎 洋之 Nキューブ 北村

今中 祟仁 フリー 南 63

小滝 健二 フリー 北村

南 隆樹 ITCテニスヒル仁川 76（3） 南

北村 崇師 ITCテニスヒル仁川 北村

岩村 清一 フレームショット 岩村 60

山田 賢一 フレームショット 山田

大下 健志 フリー 63 岩村

大下 皓弘 フリー 山田

平井 利一 K－レンジャー 内藤 60

隅田 瑛智 K－レンジャー 内藤

内藤 浩二 タッチースクール 62 南

内藤 健司 タッチースクール 北村

西川 直毅 SUPREME 西川 61

竹田 一弘 SUPREME 竹田

浦川 捻弘 Nキューブ 62 西川

浅野 佳城 Nキューブ 竹田

中川 哲 香枦園TC 岩本 75

中川 颯太 香枦園TC 出井

岩本 昌浩 フリー 63 島

出井 亮二 フリー 尾関

大山 和範 Nキューブ 永井 62

森田 康弘 Nキューブ 中井

永井 友貴 ファイン 75 島

中井 久雄 ファイン 尾関

島 慎一 ぽーち 島 62

尾関 英徳 ぽーち 尾関

尾島 重規 フリー 61

坪田 恭一 フリー
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