
大島 俊計 ワンスモア 大島 樋口 雄幸 甲子園ＴＣ 樋口

粉川 弘子 ワンスモア 粉川 永栄 順子 甲子園ＴＣ 永栄

大橋 一浩 Nキューブ 阿部 61 小嶋 政夫 OJM 小嶋 64

加藤 美和子 Nキューブ 樋口 河野 智恵美 OJM 河野

阿部 進 システムギア 61 大島 宮内 正博 EMTC 60 樋口

樋口 美智恵 システムギア 粉川 橋本 明子 EMTC 永栄

野崎 朗彦 KT-Fun 中西 61 髙崎 明 甲風園テニススクール
佐久間 63

古川 雅子 KT-Fun 田井 髙崎 順子 甲風園テニススクール
佐久間

中西 信之 クアドリフォリオ 62 秋山 佐久間 庄三 EMTC 63 松井

田井 佳代 クアドリフォリオ 木村 佐久間 智子 EMTC 鳴宮

三宅 直樹 リバーサイドＴ．Ｃ． 芝崎 63 松井 正文 クアドリフォリオ 64 佐藤

梶田 洋美 リバーサイドＴ．Ｃ． 波戸 鳴宮 睦子 EMTC 田中

芝崎 逸朗 Rising☆Stars 62 秋山 難波江 学 OJM 難波江 61

波戸 薫 Rising☆Stars 木村 三浦 智子 OJM 三浦

秋山 郁夫 ワンスモア 秋山 62 清水 弘治 AGTC 清水 62

木村 絵奈 ワンスモア 木村 前田 千春 リバーサイド 前田

酒井 武博 甲子園ＴＣ 61 秋山 小澤 政弘 フライデーナイト 63 佐藤

酒井 真由美 甲子園ＴＣ 木村 小澤 弘美 フライデーナイト 田中

自露中 成嘉 システムギア 自露中 61 田中 宏 甲子園ＴＣ 桑原 61

西田 弘美 システムギア 西田 明神 賀子 甲子園ＴＣ 内野

大黒 久範 マスクメロン 64 自露中 桑原 憲一 リバーサイドＴ．Ｃ． 63 佐藤

大黒 直美 マスクメロン 西田 内野 鶴子 リバーサイドＴ．Ｃ． 田中

大山 和範 Nキューブ 加藤 64 佐藤 静也 ワンスモア 61

山本 由紀子 Nキューブ 加藤 田中 典子 ワンスモア

加藤 雅彦 ワンスモア 64 小堀

加藤 園子 ワンスモア 下村

古河 牧人 ＥＭＴＣ 赤藤 50ＲＥＴ

中野 尚代 ＥＭＴＣ 山崎

赤藤 真一 AQC 62 小堀

山崎 直美 AQC 下村

迫田 丈司 リバーサイドＴ．Ｃ． 大野 61

迫田 美津子 リバーサイドＴ．Ｃ． 大野

大野 昌義 BLUE CREW ＷＯ 小堀

大野 恭子 BLUE CREW 下村

小堀 嘉朗 ワンスモア 64

下村 ひとみ ワンスモア
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