
益田 武志 GR8 藤原 射場 茂 GR8 上之原

後藤 寿 GR8 松井 徳田 和也 GR8 糸川

山田 祐紀 グランドチャンピオン 藤原 61 上之原 篤志 Nキューブ 上之原 60

藤原 慎平 グランドチャンピオン 松井 糸川 智久 Nキューブ 糸川

藤原 隆 香枦園TC 62 藤原 木戸 晶 灘五郎 61 上之原

松井 信博 ノア西宮 松井 佐藤 剛 灘五郎 糸川

吉村 昭宏 マロングラッチェ 吉村 63 松村 圭悟 テニスヒル仁川 森 64

藤田 知史 マロングラッチェ 藤田 辻 侑歩 テニスヒル仁川 豊川

石原 宏紀 ぽーち 64 吉村 森 正樹 EMTC 61 近田

安田 直人 ぽーち 藤田 豊川 銀千 EMTC 黒田

幸泉 正流 Nキューブ 64 藤原 水島 信次 KT-Fun 水島 62

安達 俊彦 Nキューブ 松井 森田 裕棋 KT-Fun 森田

空田 充生 フリー 空田 76（3） 村上 光史 Nキューブ 村上 63

空田 裕隆 フリー 空田 河崎 伸一郎 Nキューブ 河崎

山上 俊 GR8 青田 64 泉 光弘 甲子園テニスクラブ 61 近田

山田 祥 GR8 中嶋 高岡 憲司 甲子園テニスクラブ 黒田

青田 和彦 フリー 62 尾島 近田 輝明 EMTC 近田 62

中嶋 良太 フリー 余田 黒田 大晴 EMTC 黒田

尾島 重規 EMTC 尾島 63 横田 直大 ちいーむおれんじぃぃ 62 近田

余田 博文 EMTC 余田 志村 政忠 ちいーむおれんじぃぃ 黒田

谷本 義明 フリー 63 尾島 松岡 公久 SUPREME 64

白枝 裕治 フリー 余田 白井 秀明 SUPREME

浅野 佳城 Nキューブ 61

浦川 稔弘 Nキューブ

木下 文夫 ちいーむおれんじぃぃ 木下

櫻井 朗弘 ちいーむおれんじぃぃ 櫻井

波多野 雅彦 GR8 波多野 63

秋元 克巳 マスクメロン 秋元

菅 由幸 Nキューブ 64 木下

富士 航 Nキューブ 櫻井

犬山 和行 Parabola Club 犬山 61

村井 宏和 Parabola Club 村井

団 康二郎 トップギア 64 力丸

松島 伸 トップギア 田中

久保 直紀 グランドチャンピオン 野村 75

向井 宏彰 グランドチャンピオン 田原

野村 泰史 フリー 野村 63

田原 誠人 フリー 田原

岩本 昌浩 GR8 64 力丸

三宅 康文 GR8 田中

明谷 秀樹 甲風園テニススクール 明谷 64

髙﨑 明 甲風園テニススクール 髙﨑

北野 智之 EMTC 62 力丸

西 功忠 EMTC 田中

力丸 哲 Nキューブ 75

田中 勝也 Nキューブ
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