
根岸 太郎 KUMEG 根岸 横田 直大 ちぃむおれんじぃぃ 五百籏頭

三宅 武志 KUMEG 三宅 志村 政忠 ちぃむおれんじぃぃ 隈部

小関 康史 GR8 村上 63 五百籏頭 健 Nキューブ 五百籏頭 76（2）

武山 聡 フリー 塚本 隈部 岳雄 Nキューブ 隈部

村上 光史 Nキューブ 63 井田 大谷 輔 GR8 64 平

塚本 康司 Nキューブ 榎本 岩本 昌浩 GR8 林

井田 佳宏 フリー 井田 76（4） 平 和也 AKG29 平 61

榎本 健太 フリー 榎本 林 昇 AKG29 林

川田 真也 フリー 76（9） 井田 野村 奉史 フリー 64 平

須藤 英哉 フリー 榎本 田原 誠人 フリー 林

安達 真人 Nキューブ 山田 64 和田 尚則 ハーバーテニススタジオ 北野 61

中村 祐太 Nキューブ 田中 八尾 高広 ハーバーテニススタジオ 鎌倉

山田 幹也 ストライクスマッシュ 64 渡邉 北野 智之 EMTC 63 平

田中 吉政 ストライクスマッシュ 原 鎌倉 昌博 EMTC 林

逸見 久高 フリー 上之原 63 犬山 和行 ParabolaClub 犬山 60

中野 善和 フリー 西 村井 宏和 ParabolaClub 村井

上之原 篤志 Nキューブ 62 上之原 空田 充生 フリー 61 犬山

西 功忠 Nキューブ 西 空田 ヒロタカ フリー 村井

東 勲 フリー 東 62 井原 一朗 KUMEG 幸泉 75

儀武 和也 フリー 儀武 新宮 亮佑 KUMEG 安達

上田 育伸 EMTC 62 渡邉 幸泉 正流 Nキューブ 76（3） 徳田

保地 貴文 フリー 原 安達 俊彦 Nキューブ 西原

神本 英徳 トップギア 福井　 62 徳田 和也 GR8 徳田 64

崔 雅博 トップギア 古澤　 西原 直哉 GR8 西原

福井　 宗一郎 住友電工 75 渡邉 団 康二郎 トップギア 76（3） 徳田

古澤　 延介 住友電工 原 松島 伸 トップギア 西原

渡邉 誠 フリー 渡邉 64 平野 勝三 Nキューブ 64

原 佑太郎 フリー 原 村岡 直紀 Nキューブ

樫原 英雄 GR8 76（5）

秋元 克巳 香枦園テニスクラブ

久保 直紀 グランドチャンピオン 高須

向井 宏彰 グランドチャンピオン 森山

高須 健司 フリー 高須 60

森山 尚樹 フリー 森山

佐藤 公俊 PEACE 62 西村

野崎 朗彦 PEACE 飯島

西村 嘉晃 EMTC 西村 76（5）

飯島 明 EMTC 飯島

昼田 真吾 フリー 62 西村

川人 紀彦 フリー 飯島

岡田 雅光 GR8 丸尾 60

山内 英明 GR8 丸尾

丸尾 雅一 Nキューブ 60 星川

丸尾 怜暉 Nキューブ 樋口

星川 拓士 AKG29 星川 76（6）

樋口 博士 AKG29 樋口

尾島 重規 EMTC 63 星川

余田 博文 Nキューブ 樋口

瀧本 一翔 香枦園テニスクラブ 出井 63

瀧本 久 香枦園テニスクラブ 湯川

出井 誠太郎 フリー 75 星川

湯川 慎直人 フリー 樋口

浅野 佳城 Nキューブ 松岡 75

浦川 稔弘 Nキューブ 白井

松岡 公久 SUPREME 62 矢内

白井 秀明 SUPREME 内田

矢内 正秀 テニスヒル仁川 63

内田 豪 テニスヒル仁川
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