
成瀬 修平 ちぃむおれんじぃぃ 池本 健二 J-J-JACKS
高橋 直哉 ちぃむおれんじぃぃ 加藤 昌孝 J-J-JACKS

野口 聖平 サウスキャッツ 中村 秋江 秀樹 サウスキャッツ 秋江

中田 佳伸 サウスキャッツ 游 戸谷 晃士 サウスキャッツ 戸谷

中村 勇一 KTT 64 中村 渋田 真宏 TeamUG 64 秋江

游 亮尚 KTT 游 壺井 芳樹 TeamUG 戸谷

北澤 健志 TeamUG 永峰 64 吉川 寛人 PEACE 仲谷 75
中尾 雄飛 TeamUG 村上 三反田 達昭 JJ JACKS 片山

永峰 正規 J-J-JACKS 75 中村 仲谷 正徳 ParabolaClub 62 秋江

村上 絢亮 KTT 游 片山 直紀 ParabolaClub 戸谷

中島 大佑 クアドリフォリオ 中島 76（8） 川端 幸治 フリー 宇梶 76（7）

大塚 慎也 クアドリフォリオ 大塚 坂本 光音 フリー 古矢

西田 潤治 テニスヒル仁川 64 中島 宇梶 祐介 tenipresso 75 宇梶

上原 琢嗣 KTT 大塚 古矢 智弘 tenipresso 古矢

寺岡 幸浩 LaSH 水田 64 村岡 肇 クアドリフォリオ 河原 64
友金 誠 LaSH 村上 山中 陽介 クアドリフォリオ 鳥居

水田 和文 GOSH 64 成瀬 河原 悠介 インジャーズ 62 池本

村上 幸弘 GOSH 高橋 鳥居 佳生 インジャーズ 加藤

鹿嶋 貴志 クアドリフォリオ 鹿嶋 60 大矢 耕平 インジャーズ 北川 63
中井 翔太 クアドリフォリオ 中井 宇津原 宏太朗 インジャーズ 北川

郡 隆介 tenipresso 63 鹿嶋 北川 楓真 GR8 WO 井上

佐藤 直幸 tenipresso 中井 北川 颯人 GR8 前野

守田 祥真 チーム フォレスト 守田 61 井上 貴千 クアドリフォリオ 井上 61
伊吹 汰一 チーム フォレスト 伊吹 前野 翼 クアドリフォリオ 前野

和中 武志 GOSH 62 成瀬 平岡 陽太郎 フリー 61 池本

金山 登洋 Free Style 高橋 竹野 雅之 フリー 加藤

福見 浩人 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 成瀬 75 吉本 光希 トップギア 吉本 76（4）

塚本 秀雄 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 高橋 河合 佑亮 トップギア 河合

成瀬 修平 ちぃむおれんじぃぃ 61 成瀬 大土井 空哉 甲風園テニススクール WO 池本

高橋 直哉 ちぃむおれんじぃぃ 高橋 大土井 誠 甲風園テニススクール 加藤

田邊 裕一 TeamUG 増田 64 佐藤 裕司 フリー 池本 61
堀川 淳 TeamUG 瀬尾 池垣 直也 フリー 加藤

増田 翔 サウスキャッツ 64 池本 健二 J-J-JACKS 63
瀬尾 憲司 サウスキャッツ 加藤 昌孝 J-J-JACKS
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