
大森 信孝 クアドリフォリオ 村上 元彦 FirstClass
大森 悦子 クアドリフォリオ 清水 路恵 FirstClass

中原 浩之 Amanz 松井 兵頭 祐一 チームフォレスト 本井

八川 三保子 ハムエモン 松井 木ノ本 美佐子 チームフォレスト 前川

松井 聖博 SUPREME 松井 76（5） 本井 雅人 OJMファミリー 本井 76（2）

松井 可奈 SUPREME 松井 前川 綾子 OJMファミリー 前川

秋山 武夫 マスクメロン 61 福見 藤本 泰浩 フリー 60 村上

秋山 規子 マスクメロン 油野 井上 靖子 フリー 清水

釜野 博臣 チームフォレスト 福見 75 西田 元彦 LaSH 村上 62
釜野 晴美 チームフォレスト 油野 寺岡 美香 LaSH 清水

福見 浩人 ＷＨＩＴＥＳＴＡＲ 61 福見 村上 元彦 FirstClass 64 村上

油野 陽子 ＷＨＩＴＥＳＴＡＲ 油野 清水 路恵 FirstClass 清水

藤澤 登 Ｎキューブ 藤澤 61 巽 賢二 Amanz 巽 61
藤澤 由美子 Nキューブ 藤澤 湯澤 理香 西尾塾 湯澤

柏原 博 甲風園テニススクール 61 松井 安永 辰与 ParabolaClub WO 巽
吉田 佳江 甲風園テニススクール 半田 藤田 末美 ParabolaClub 湯澤

松井 正文 クアドリフォリオ 松井 61 布村 裕志 Ｎキューブ 布村 76（1）

半田 厚子 EMTC 半田 増田 理恵子 Nキューブ 増田

高谷 亮介 GOSH 62 大森 自露中茂嘉 システムギア 76（6） 村上

高谷 律子 GOSH 大森 西田 弘美 システムギア 清水

熊岡 徹也 FreeStyle 熊岡 63 酒井 直樹 ＷＨＩＴＥＳＴＡＲ 酒井 64
山村 桂 FreeStyle 山村 酒井 由美 ＷＨＩＴＥＳＴＡＲ 酒井

横井 裕介 灘五郎 60 熊岡 野崎 朗彦 PEASE 64 酒井

岡本 里香 灘五郎 山村 大村 恵 PEASE 酒井

静間 規久 システムギア 静間 60 山之内晃 Rising☆Stars 松岡 62
安田 ゆり子 システムギア 安田 山之内友美 Rising☆Stars 松岡

田中 照久 Ｎキューブ 76（5） 大森 松岡 公久 SUPREME 62 竹原

田中 真紀子 Nキューブ 大森 松岡 幸子 SUPREME 池田

大森 信孝 クアドリフォリオ 大森 64 安村 和三 FrameShot 安村 62
大森 悦子 クアドリフォリオ 大森 蒲生 麻衣子 FrameShot 蒲生

住友 健行 Ｎキューブ 64 大森 北野 智之 EMTC 62 竹原

小林 温子 LaSH 大森 北野 晃恵 EMTC 池田

大塚 裕也 フリー 大塚 62 前田 融磁 フリー 前田 75
大塚 素子 フリー 大塚 前田 京子 甲子園ＴＣ 前田

吉田 実 トップギア 76（6） 峰元 丈晴 TTC 64 竹原

吉田 亜紀子 トップギア 安田 朋子 TTC 池田

竹原 直幸 Ｎキューブ 64
池田 さとみ Nキューブ
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