
宇治 弘 Free Style 大島　 俊計 ワンスモア

小林 桂 Free Style 粉川 弘子 ワンスモア

藤岡 一 SUPREME 清水 弘治 AGTC

松井 可奈 SUPREME 前田 千春 リバーサイド

福島 良和 フレームショット 佐久間 庄三 EMTC

福島 圭依子 フレームショット 佐久間 智子 EMTC

横井 裕介 ぽーち 山盛 光 ワンスモア

岡本 里香 ぽーち 山盛 裕子 ワンスモア

内藤 浩二 タッチースクール 古家 丈尚 タッチースクール

内藤 久子 タッチースクール 古家 宏美 タッチースクール

田中 照久 Nキューブ 齋ケ原 勝則 ファミリーテニスクラブ

田中 真紀子 Nキューブ 中西 美絵 OJM

早川 晃一 フリー 三宅 直樹 リバーサイドＴ．Ｃ．

早川 奈菜子 フリー 梶田 洋美 リバーサイドＴ．Ｃ．

福見 浩人 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 松井 正文 クアドリフォリオ

伊吹 美里 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 鳴宮 睦子 EMTC

桐山 健太郎 フリー 大橋 一浩 Nキューブ

桐山 美香 甲風園ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 加藤 美和子 Nキューブ

片山 浩二 ワンスモア 野崎 朗彦 KT-Fun

片山 直子 ワンスモア 古川 雅子 KT-Fun

三反田 達昭 JJ－JACKS 福澤 健次 ワンスモア

沢辺 悦子 トップギア 木村 絵奈 ワンスモア

西田 潤治 ITCテニスヒル仁川 吉野 太 ITCテニスヒル仁川

西田 亜希 ITCテニスヒル仁川 吉野 考子 ITCテニスヒル仁川

布村 裕志 Nキューブ 高橋 茂 ネオローン

朝垣 あかね Nキューブ 高橋 麻子 ネオローン

吉川 寛人 フリー 小澤 政弘 フライデーナイト

井上 真美 フリー 小澤 弘美 フライデーナイト

笹谷 卓也 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 高橋 大介 ファミリーテニスクラブ

笹谷 尚子 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 玉田 年世 ファミリーテニスクラブ

岩井 俊晴 BLUE CREW

和中 朋子 BLUE CREW

笠松 宏樹 クアドリフォリオ

笠松 典子 クアドリフォリオ

松村  勇輝 フリー

野村 仁子 フリー
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熊岡 徹也 Free Style 樫原 英雄 ファイン

藤井 朋美 Free Style 市橋 彩子 ファイン

安村 和三 フレームショット 辻 一敬 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ

柏村 敬子 フレームショット 油野 陽子 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ

上原 具隆 KT-Fun 宮本 健 ネオローン

安部 智代 KT-Fun 黒崎 育美 ネオローン

松持 修治 Nキューブ 藤澤 登 Nキューブ

松持 知子 Nキューブ 藤澤 由美子 Nキューブ

竹原 直幸 Nキューブ 赤藤 真一 AQC

池田 さとみ Nキューブ 西井 和美 AQC

中瀬 俊宏 AQC 柏原 博 甲風園ﾃﾆｽｽｸｰﾙ

有田 和世 AQC 吉田 佳江 ﾃﾆｽﾋﾙ仁川

酒井 直樹 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 酒井 啓之 Nキューブ

酒井 由美 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 朝香 千草 Nキューブ

横山 隆之 SOLID　TK 辻 一郎 フライデーナイト

岡村 紀子 EMTC 小泉 三奈子 フライデーナイト

中村 宇一 AQC 大山 和範 Nキューブ

中野 寿子 AQC 山本 由紀子 Nキューブ

前田 融慈 フリー 原田 剛良 がけっぷち

前田 京子 ロベリア 松浦 由佳 がけっぷち

中原　 浩之 Amanz 大野 昌義 BLUE CREW

八川 三保子 ハムエモン 大野 恭子 BLUE CREW

古田 勝仁 トップギア 橘 賢治 タッチースクール

新名 祐子 トップギア 秋山　　洋恵 タッチースクール

植 和哉 フリー 高木 亨 フレームショット

植 慶子 フリー 赤木 友紀 トップギア

辰井 康人 ITCテニスヒル仁川 中口 隆 フレームショット

岡田 美佳 ITCテニスヒル仁川 松岡 千春 SUPREME

和中 武志 GOSH 北村 崇師 ITCテニスヒル仁川

和中 みずほ GOSH 常峰 日佐予 ITCテニスヒル仁川

中野 豪 Nキューブ 蔦永 和宏 BLUE CREW

中野 尚代 Nキューブ 森 幸江 BLUE CREW
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阿部 欽亮 ワンスモア

河辺 美枝 ワンスモア

田中 宏 甲子園ＴＣ

明神 賀子 甲子園ＴＣ

宮内 正博 EMTC

上田 明子 EMTC

小嶋 政夫 OJM

河野 智恵美 OJM

髙崎 明 甲風園ﾃﾆｽｽｸｰﾙ

髙崎 順子 甲風園ﾃﾆｽｽｸｰﾙ

桑原 憲一 リバーサイドＴ．Ｃ．

立谷 雅子 リバーサイドＴ．Ｃ．

樋口 雄幸 甲子園ＴＣ

永栄 順子 甲子園ＴＣ

中村 敏幸 リバーサイドＴ．Ｃ．

佐藤 衣子 リバーサイドＴ．Ｃ．

谷口 修一 OJM

前田 喜久子 OJM

岡西 勝雄 ITCテニスヒル仁川

後藤 多美子 香櫨園テニスクラブ

良田 光 リバーサイドＴ．Ｃ．

岩井 典子 リバーサイドＴ．Ｃ．

難波江 学 OJM

三浦 智子 OJM
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