
澤井 達也 ハーバーテニススタジオ 野口 聖平 サウスキャッツ
佐古 浩輔 ハーバーテニススタジオ 中田 由伸 サウスキャッツ

井上 貴千 クアドリフォリオ 赤松 弘之 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ
前野 翼 クアドリフォリオ 平林 正彦 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ

三反田 達昭 J-J-JACKS 西田 潤治 テニスヒル仁川
渡辺 耕平 フリー 上原 琢嗣 KTT

堀田 大貴 フリー 長谷 隆廣 フリー
若園 太門 フリー 長谷 光祐 フリー

和中 武志 GOSH 田村 健 クアドリフォリオ
金山 登洋 Free Style 難波 慶将 クアドリフォリオ

北川 楓真 GR8 寺岡 幸浩 LaSH
北川 颯人 GR8 友金 誠 LaSH

八川 遼 ハムエモン 中本 久邦 甲風園テニススクール

井上 豪馬 ハムエモン 中田 悠伊 甲風園テニススクール

石井 崇 クアドリフォリオ 福田 修平 ITCテニスヒル仁川
大塚 慎也 クアドリフォリオ 原田 大地 ITCテニスヒル仁川

岡村 駿史 ＥＭＴＣ 相原 淳也 Team UG
萬谷 颯斗 ＥＭＴＣ 稗島 啓司 Team UG

𠮷池 俊 インジャーズ 松永 雄飛 インジャーズ
田名瀬 寛史 インジャーズ 大井 竜馬 インジャーズ

伊東 展希 トップギア 中村 勇一 KTT
勝部 康平 トップギア 高井 将行 KTT

仲谷 正徳 Parabola Club 大矢 敏之 サウサリート
片山 直紀 Parabola Club 森田 剛 サウサリート

宇梶 祐介 フレームショット 大林 亮 J-J-JACKS
石田 勇介 フレームショット 前澤 成享 J-J-JACKS

中島 大佑 クアドリフォリオ 増田 翔 サウスキャッツ
南方 純一 クアドリフォリオ 瀬尾 憲司 サウスキャッツ

吉川 寛人 KT-Fun 加藤 昌孝 J-J-JACKS
田井 翔吾 KT-Fun 池本 健二 J-J-JACKS

成瀬 修平 ちぃーむおれんじぃぃ 岡村 翔真 ＥＭＴＣ
高橋 直哉 ちぃーむおれんじぃぃ 松本 光平 ＥＭＴＣ

水田 和文 GOSH 吉本 光希 トップギア
村上 幸弘 GOSH 薄井 誠 トップギア

沖津 尊弘 ハーバーテニススタジオ 福見 浩人 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ
四宮 大地 ハーバーテニススタジオ 塚本 秀雄 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ

土井 隆弘 灘五郎 伊原 信波 ワンスモア
三谷 恵一 灘五郎 金澤 周平 ワンスモア

狩野 智史 Parabola Club 亀井 亮介 Parabola Club
戸田 慎哉 Parabola Club 前川 格 Parabola Club

鹿嶋 貴志 クアドリフォリオ 市川 豪 フリー
中井 翔太 クアドリフォリオ 尾﨑 大起 フリー

久保 類 Team UG 大土井 空哉 甲風園テニススクール

岩﨑 寛 Team UG 大土井 誠 甲風園テニススクール

宇仁 太一 テニスヒル仁川 峰元 丈晴 TTC
近藤 晋司 フリー 相原 育貴 TTC

西郡 信弥 インジャーズ 内田 雅人 ハーバーテニススタジオ

中島 瞭 インジャーズ 畠中 聡 ハーバーテニススタジオ

戸谷 晃士 サウスキャッツ 村上 憲市 クアドリフォリオ
秋江 秀樹 サウスキャッツ 井上 修一 クアドリフォリオ

西宮市民大会 男子ダブルスA級
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