
池本 健二 J-J-JACKS 戸江 達哉 GR8
加藤 昌孝 J-J-JACKS 西尾 和三 GR8

池本 健二 J-J-JACKS 池本 戸江 達哉 GR8 戸江
加藤 昌孝 J-J-JACKS 加藤 西尾 和三 GR8 西尾

巽 賢二 Amanz 酒井 61 石井 克典 ワンスモア 石井 63
西 達也 Amanz 中東 鈴木 格方 ワンスモア 鈴木

酒井 啓之 Nキューブ 64 池本 小島 亮一 GOSH 62 戸江

中東 靖和 Nキューブ 加藤 赤木 謙介 GOSH 西尾

高岡 友和 MTSky 高岡 63 永峰 正規 J-J-JACKS 仲谷 63
水無瀬 真己 MTSky 水無瀬 荻野 満春 J-J-JACKS 片山

岡 敬志 KTT 60 高岡 仲谷 正徳 ParabolaClub 62 森田
佐藤 裕介 KTT 水無瀬 片山 直紀 ParabolaClub 大矢

弓削 壽志 フリー 弓削 62 松崎 浩一 Nキューブ 森田 76（5）

中山 英二 フリー 中山 花田 信二 Nキューブ 大矢

亀井 亮介 ParabolaClub 63 池本 森田 剛 サウサリート 63 戸江

前川 格 ParabolaClub 加藤 大矢 敏之 サウサリート 西尾

石井 崇 クアドリフォリオ 石井 62 峰元 丈晴 TTC 和中 75
大塚 慎也 クアドリフォリオ 大塚 小田 祐士 TTC 鎌田

酒井 直樹 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 酒井 61 和中 武志 GOSH 和中 61
福見 浩人 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 福見 赤松 鎌田 雅元 Free Style 鎌田

谷内 亮 フリー 60 藤井 久世 和範 ＥＭＴＣ 61 和中

高田 大輔 フリー 62 寺西 良太 ＥＭＴＣ 鎌田

藤村 隆之 ParabolaClub 藤村 釜野 博臣 チーム フォレスト 川田 63
曽川 辰也 ParabolaClub 曽川 平野 健作 チーム フォレスト 安達

山田 周一 灘五郎 61 赤松 川田 裕二 トップギア 63 川田
横井 裕介 灘五郎 藤井 安達 芳崇 トップギア 安達

赤松 創 TEAM　AMTEC 62 池本 吉川 寛人 PEACE 60 戸江

藤井 孝彦 TEAM　AMTEC 加藤 村上 絢亮 KTT 西尾

水田 和文 GOSH 大鶴 WO 笠松 宏樹 クアドリフォリオ 木村 62
村上 幸弘 GOSH 早稲田 竹原 直幸 クアドリフォリオ 香川

大鶴 堅 ちぃむおれんじぃぃ 大鶴 61 三宅 哲司 フリー 木村 61
早稲田 将人 ちぃむおれんじぃぃ 早稲田 肥後 雄大 フリー 香川

布村 裕志 Nキューブ 62 大鶴 木村 宣寿 J-J-JACKS 61 木村

住友 健行 Nキューブ 早稲田 香川 将孝 J-J-JACKS 香川

織田 雅行 トップギア 織田 62 大原 工 GOSH 大原 62
黒田 誠 Supreme 黒田 篠原 隆志 WHITE STAR 篠原

小塩 拓正 PEACE 64 織田 行田 武史 KTT 61 大原
茨木 隆秀 PEACE 黒田 兎田 正憲 KTT 篠原

唐橋 哲也 ParabolaClub 64 村上 楠本 聡 ParabolaClub WO 湯浅

山本 晋也 ParabolaClub 福永 谷本 了一 ParabolaClub 重坂

山中 新一 ワンスモア 兵頭 60 松本 吉史 フリー 松本 62
芝田 良成 ワンスモア 松村 小波津エクトル Rising☆Stars 小波津

矢内 正秀 テニスヒル仁川 兵頭 62 安達 真人 Nキューブ 60 松本
内田 豪 テニスヒル仁川 松村 中村 祐太 Nキューブ 小波津

兵頭 祐一 チーム フォレスト 63 村上 雲財 征治 AKG29 永井 61
松村 勇輝 チーム フォレスト 福永 林 昇 AKG29 中井

村口 順一 ParabolaClub 村口 60 永井 友貴 マロングラッチェ 63 湯浅

河内 崇 ParabolaClub 河内 中井 久雄 マロングラッチェ 重坂

木戸 晶 灘五郎 60 村上 清水 輝一 システムギア 湯浅 75
佐藤 剛 灘五郎 福永 柴田 利和 システムギア 重坂

村上 元彦 First Class 61 湯浅 健史 ParabolaClub 63 湯浅
福永 淳 First Class 重坂 智哉 ParabolaClub 重坂

久保 類 Team UG 61
岩崎 寛 Team UG
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西宮市民大会 男子ダブルス40歳の部
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戸江・西尾（GR8）


