
石井 崇 クアドリフォリオ 戸江 原 聖二 ＴＥＡＭ　ＡＭＴＥＣ 原
大塚 慎也 クアドリフォリオ 西尾 宝来 憲太郎 ＴＥＡＭ　ＡＭＴＥＣ 宝来

戸江 達哉 GR8 戸江 61 仲谷 正徳 Parabora Club 61 田中
西尾 和三 GR8 西尾 河内 崇 Parabora Club 油家

岡 敬志 KTT 60 戸江 山口 大助 KTT 田中 WO
佐藤 裕介 KTT 西尾 山川 晃弘 KTT 油家

安原 浩一 フリー 山上 60 田中 照久 Nキューブ WO 吉川

松田 喜夫 フリー 井口 油家 智治 WHITE　STAR 村上

山上 朋宏 リバーサイドＴ．Ｃ． 60 布村 峰元 丈晴 TTC 峰元 60
井口 昌明 リバーサイドＴ．Ｃ． 藤澤 相原 育貴 TTC 相原

赤木 謙介 GOSH 布村 63 石井 克典 ワンスモア 63 吉川
花谷 覚 GOSH 藤澤 鈴木 格方 ワンスモア 村上

布村 裕志 Nキューブ 60 水田 木村 宣寿 J-J-JACKS 吉川 63
藤澤 登 Nキューブ 村上 上田 威 J-J-JACKS 村上

織田 雄行 トップギア 小林 WO 吉川 寛人 KT-Fun WO 吉川

黒田 誠 supreme 松浦 村上 絢亮 KT-Fun 村上

小林 祐介 フリー 63 小林 西田 潤治 テニスヒル仁川 西田 62
松浦 徹 フリー 松浦 上原 琢嗣 KTT 上原

木戸 晶 灘五郎 木戸 76（5） 有山 大海 トップギア WO 西田
横井 裕介 灘五郎 横井 吉岡 武史 トップギア 上原

用害 良徳 フリー 64 水田 西田 元彦 LaSH 久世 64
長尾 直明 フリー 村上 寺岡 幸浩 LaSH 寺西

高岸 丈朗 クアドリフォリオ 亀井 63 久世 和範 ＥＭＴＣ 63 村上

小門 秀樹 クアドリフォリオ 前川 寺西 良太 ＥＭＴＣ 村上

亀井 亮介 Parabora Club 62 水田 村上 豊 ｳｲﾝｸﾞTC 村上 62
前川 格 Parabora Club 村上 村上 健一 ｳｲﾝｸﾞTC 村上

行田 武史 KTT 水田 62 三宅 哲司 フリー 60 村上
河西 夏樹 KTT 村上 肥後 雄大 フリー 村上

水田 和文 GOSH 76（3） 大矢 敏之 サウサリート 64
村上 幸弘 GOSH 森田 剛 サウサリート

石田 成彦 ＴＥＡＭ　ＡＭＴＥＣ 石田 和中 武志 GOSH 和中
中山 英典 ＴＥＡＭ　ＡＭＴＥＣ 中山 國光 宏昌 阪急仁川テニスクラブ 國光

竹内 秀樹 Parabora Club 64 石田 道喜 久純 ｳｲﾝｸﾞTC 62 兵頭
山本 晋也 Parabora Club 中山 山川 泰治 ｳｲﾝｸﾞTC 松村

大石 孝洋 Nキューブ 清瀬 62 兵頭 祐一 チーム フォレスト 兵頭 61
松田 典明 Nキューブ 兎田 松村 勇輝 チーム フォレスト 松村

清瀬 裕二 KTT WO 石田 滝内 智史 KTT 61 竹原

兎田 正憲 KTT 中山 的場 大 KTT 玉城

藤原 隆 香枦園TC 岡田 62 赤松 創 ＴＥＡＭ　ＡＭＴＥＣ 赤松 63
岡野 修治 Team101 坊迫 藤井 孝彦 ＴＥＡＭ　ＡＭＴＥＣ 藤井

岡田 剛 クアドリフォリオ 61 竹山 小塩 拓正 KT-Fun 61 竹原
坊迫 博志 クアドリフォリオ 志原 茨木 隆秀 KT-Fun 玉城

竹山 洋三 テニスヒル仁川 竹山 62 竹原 直幸 クアドリフォリオ 竹原 76（7）

志原 正明 テニスヒル仁川 志原 玉城 盛治 Nキューブ 玉城

釜野 博臣 チーム フォレスト 75 久保 福田 裕亮 平磯DE STIJL 63 加藤

平野 健作 チーム フォレスト 岩崎 平川 隆一 平磯DE STIJL 池本

妹尾 俊治 ワンスモア 妹尾 63 加藤 昌孝 J-J-JACKS 加藤 64
片山 浩二 ワンスモア 片山 池本 健二 J-J-JACKS 池本

有賀 友亮 KTT 61 妹尾 中島 大祐 クアドリフォリオ 76（2） 加藤
中山 善仁 KTT 片山 藤田 成洲 クアドリフォリオ 池本

酒井 直樹 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 山之内 76（3） 永井 友貴 マロングラッチェ 成林 61
福見 浩人 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 北野 中井 久雄 マロングラッチェ 花田

山之内 晃 Rising☆Stars 62 久保 成林 卓郎 Nキューブ 64 加藤

北野 勝繁 Rising☆Stars 岩崎 花田 信二 Nキューブ 池本

井上 由幸 KT-Fun 弓削 61 谷本 了一 Parabora Club 赤松 64
清水 輝一 KT-Fun 中山 楠本 聡 Parabora Club 平林

弓削 壽志 フリー 61 久保 赤松 弘之 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 61 赤松
中山 英二 フリー 岩崎 平林 正彦 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 平林

久保 類 Team UG 久保 64 村上 元彦 リコーRED WO
岩崎 寛 Team UG 岩崎 福永 淳 リコーRED

水守 保夫 平磯DE STIJL WO
前田 弘樹 平磯DE STIJL
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