
福見 浩人 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 吉川 宇治 弘 Free Style 宇治

伊吹 美里 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 井上 小林 桂 Free Style 小林

吉川 寛人 KT-Fun 吉川 62 藤原 隆 フリー 酒井 62

井上 真美 KT-Fun 井上 藤原 幸代 フリー 西

山口 樹 フライデーナイト 62 吉川 酒井 啓之 Ｎキューブ 64 宇治

山口 久美子 フライデーナイト 井上 西 淳子 Nキューブ 小林

横井 裕介 ぽーち 安達 64 巽 賢二 Amanz 巽 60

岡本 里香 ぽーち 田中 湯沢 理香 西尾塾 湯沢

安達 芳崇 トップギア 63 村上 熊代 和則 ParabolaClub 63 宇治

田中 麻里 トップギア 藤本 藤田 末実 ParabolaClub 小林

村上 元彦 クアドリフォリオ 62 長 蔦永 和宏 BLUE CREW 兵頭 62

藤本 桂子 クアドリフォリオ 西田 川神 佳織 BLUE CREW 川田

木村　 宣寿 Ｊ－Ｊ－ＪＡＣＫＳ　 相沢 75 兵頭 祐一 チーム フォレスト 63 兵頭

木村　 浩子 Ｊ－Ｊ－ＪＡＣＫＳ　 古出 川田 滋子 チーム フォレスト 川田

相沢 達哉 BLUE CREW 75 相沢 北村 崇師 ITCテニスヒル仁川 北村 61

古出 直子 クアドリフォリオ 古出 常峰 日佐予 ITCテニスヒル仁川 常峰

西田 潤治 ITCテニスヒル仁川 西田 62 寺西 良太 ＥＭＴＣ 63 宇治

西田 亜希 ITCテニスヒル仁川 西田 菅田 明美 ＥＭＴＣ 小林

田中 照久 Nキューブ 62 長 竹山 洋三 ITCテニスヒル仁川 酒井 62

田中 真紀子 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 西田 吉田 佳江 ITCテニスヒル仁川 酒井

長 寛明 システムギア 長 76（6） 酒井 直樹 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 62 酒井

西田 友美 システムギア 西田 酒井 由美 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 酒井

三反田 達明 Ｊ－Ｊ－ＪＡＣＫＳ　 64 長 団 康二郎 トップギア 大土井 75

沢辺 悦子 トップギア 西田 安達 裕子 トップギア 大土井

熊岡 徹也 Free Style 61 大土井 誠 甲風園テニススクール 64 中尾

早野 眞代 Free Style 大土井 愛子 フリー 中尾

中尾 岳 リコーＲＥＤ 中尾 61

中尾 典子 リコーＲＥＤ 中尾

横山 隆之 ＳＯＬＩＤ　ＴＫ 63 中尾

岡村 紀子 ＥＭＴＣ 中尾

山口 敬一郎 BLUE CREW 山口 62

山内 晶代 BLUE CREW 山内

西 達也 Nキューブ 75 山口

黌農 佳永子 Nキューブ 山内

辰井 康人 ITCテニスヒル仁川 75

岡田 美佳 ITCテニスヒル仁川
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