
福田 修平 ITCテニスヒル仁川 川田 裕二 トップギア

野崎 玲美 ITCテニスヒル仁川 安達 裕子 トップギア

戸江 達哉 GR８ 栗田 裕士 BLUE CREW

飯田 莉帆 GR８ 前 由里子 ParabolaClub

鳥居 佳生 インジャーズ 林 昇 AKG29

竹越 文佳 インジャーズ 樋口 ゆかり AKG29

中筋 翔太 トップギア 岩崎 寛 Team UG

三根 千尋 トップギア 岩崎 志奈子 J-J-JACKS

大森 信孝 クアドリフォリオ 田澤 義博 フリー

藤本 桂子 クアドリフォリオ 田澤 資子 フリー

増田 翔 サウスキャッツ 山口 樹 OJMファミリー

豊嶋 絵美 サウスキャッツ 山口 久美子 OJMファミリー

𠮷池 俊 インジャーズ 西田 潤治 テニスヒル仁川

川西 奈々 インジャーズ 西田 亜希 テニスヒル仁川

辻 一敬 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 笹谷 卓也 トップギア

油野 陽子 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 笹谷 尚子 トップギア

峰元 丈晴 TTC 村上 幸弘 GOSH

安田 朋子 TTC 村上 仁美 GOSH

久保村 悠史 クアドリフォリオ 石橋 孝司 AKG２９

中村 文 トップギア 荒池 宝 J-J-JACKS

中谷 紫温 甲風園テニススクール 安達 芳崇 トップギア

菊池 碧妃 フリー 高木 麻菜 トップギア

竹本 誠二 Frame Shot

藍原 暁子 Frame Shot

上原 琢嗣 テニスヒル仁川

鈴木 明子 テニスヒル仁川

樋口 博士 AKG29

雲財 恵理 AKG29

吉川 寛人 PEASE

井上 真美 PEASE

木村 宣寿 J-J-JACKS

木村　 浩子 J-J-JACKS

奥野 光太郎 ワンスモア

西田 賀杏波 ワンスモア

大倉 啓司 トップギア

卜部 直美 トップギア

雲財 征治 AKG29

森田 美樹 AKG29

長 寛明 システムギア

西田 友美 システムギア
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中原　 浩之 Amanz 兵頭 祐一 チームフォレスト

八川 三保子 ハムエモン 木ノ本 美佐子 チームフォレスト

松井　 聖博 SUPREME 本井 雅人 OJMファミリー

松井　 可奈 SUPREME 前川 綾子 OJMファミリー

秋山 武夫 マスクメロン 藤本 泰浩 フリー

秋山 規子 マスクメロン 井上 靖子 フリー

釜野 博臣 チームフォレスト 西田 元彦 LaSH

釜野 晴美 チームフォレスト 寺岡 美香 LaSH

福見 浩人 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 村上 元彦 First Class

油野 陽子 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 清水 路恵 First Class

藤澤 登 Ｎキューブ 巽 賢二 Amanz

藤澤 由美子 Nキューブ 湯澤 理香 西尾塾

柏原 博 甲風園テニススクール 安永 辰与 Parabola  Club

吉田 佳江 甲風園テニススクール 藤田 末美 Parabola  Club

松井 正文 クアドリフォリオ 布村 裕志 Ｎキューブ

半田 厚子 EMTC 増田 理恵子 Nキューブ

高谷 亮介 GOSH 自露中茂嘉 システムギア

高谷 律子 GOSH 西田 弘美 システムギア

熊岡 徹也 FreeStyle 酒井 直樹 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ

山村 桂 FreeStyle 酒井 由美 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ

横井 裕介 灘五郎 野崎 朗彦 PEASE

岡本 里香 灘五郎 亀山 露子 PEASE

静間 規久 システムギア 山之内晃 Rising☆Stars

安田 ゆり子 システムギア 山之内友美 Rising☆Stars

田中 照久 Ｎキューブ 松岡 公久 SUPREME

田中 真紀子 Nキューブ 松岡 幸子 SUPREME

大森 信孝 クアドリフォリオ 安村 和三 Frame Shot

大森 悦子 クアドリフォリオ 蒲生 麻衣子 Frame Shot

住友 健行 Ｎキューブ 北野 智之 EMTC

小林 温子 LaSH 北野 晃恵 EMTC

大塚 裕也 フリー 前田 融磁 フリー

大塚 素子 フリー 前田 京子 甲子園ＴＣ

吉田 実 トップギア 峰元 丈晴 TTC

吉田 亜紀子 トップギア 安田 朋子 TTC

竹原 直幸 Ｎキューブ

池田 さとみ Nキューブ
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秋山 郁夫 ワンスモア 福澤 健次 ワンスモア

木村 絵奈 ワンスモア 若竹 智佳恵 ワンスモア

平野 武 Nキューブ 中村 敏幸 リバーサイドＴ．Ｃ．

木落 民子 Nキューブ 岩井 典子 リバーサイドＴ．Ｃ．

赤藤 真一 AQC 小澤 政弘 フライデーナイト

山崎 直美 AQC 小澤 弘美 フライデーナイト

大黒 久範 マスクメロン 福井 務 フリー

大黒 直美 マスクメロン 常峰 日佐予 テニスヒル仁川

迫田 丈司 リバーサイドＴ．Ｃ． 三宅 直樹 リバーサイドＴ．Ｃ．

迫田 美津子 リバーサイドＴ．Ｃ． 阪上 芳美 リバーサイドＴ．Ｃ．

佐々尾千里 フリー 椿山 政行 AQC

佐々尾裕美 フリー 下村 ひとみ AQC

渡嘉敷弘志 チームフォレスト 稲葉　 稔 AQC

井上 みゆき トップギア 稲葉　 和美 AQC

和中 武志 GOSH 宮内 正博 EMTC

和中 みずほ GOSH 菅田 明美 EMTC

上原 具隆 BLUE CREW 戸田 圭三 リバーサイドＴ．Ｃ．

安部 智代 BLUE CREW 佐藤 衣子 リバーサイドＴ．Ｃ．

大野 昌義 BLUE CREW 古財 弘明 リバーサイドＴ．Ｃ．

大野 恭子 BLUE CREW 窪田 京子 リバーサイドＴ．Ｃ．

有馬 英樹 マスクメロン 小堀 嘉朗 AQC

森川 幸子 マスクメロン 相山 芳美 AQC

阿部 進 システムギア 斎ケ原 勝則 ＯＪＭファミリー

樋口 美智恵 システムギア 日野原暁美 OJMファミリー

大山 和範 Nキューブ

木原 紀子 Nキューブ

宮本 健 ネオローン

黒崎 育美 ネオローン

辻 一郎 フライデーナイト

小泉 三奈子 フライデーナイト

津田 英明 BLUE CREW

有田 和世 AQC

加藤 雅彦 ワンスモア

加藤 園子 ワンスモア

鎌倉 昌博 EMTC

木村 喜美子 EMTC

高橋 大介 OJMファミリー

玉田 年世 OJMファミリー
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