
吉川 清一 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ  稲葉 実 )( 庭球塾  
増田 豊 )( 個人      菅沼 誠 )( 霞ヶ関   

土岐 慎也 阿部 敏之
菱沼 裕介 浦園 浩司

鴨下 健 宮崎 克彦
桑名 勝巳 高部 夢宙

安全寺 悠太 石原 翔太
山崎 舜平 石崎 洸一郎

小野 建史 大橋 秀紀
白谷 晴瑞 野辺 淳平

鈴木 匠 小高 孝幸
大浦 烈 武藤 知典

佐藤 南 江頭 秀一
佐藤 慶彦 谷本 匡宏

上原 浩路 星野 佑輔
和久井 恒 後藤 優祐

赤藤 修司 西村 凌平
中尾 剛 松田 雄太

栗原 喬 武内 亨
関田 克利 舩生 渉

伊藤 克己 甲斐 庸介
小島 英夫 渡邉 健太郎

諸口 尚良 秋谷 三四八
川崎 勝七 新井 徹

渥美 拓也 小高 拓海 )( 個人  
長谷川 達也 青山 尊波 )( ﾌｫﾚｽﾄ  

八谷 美一 太田 利幸
小黒 貫太 堀越 稔

小高 和也 山口 祐樹
清水 諒 水村 慎治

井上 大樹 )( あさき 羽生田 照
深沢 晃太郎 )( 個人  夏秋 ﾀﾞﾆｴﾙ

)( 個人  

)( 市役所  

)( ｺﾅﾐ       )( 個人     

)( 個人  

)( ｺﾅﾐ      

)( KTC会 
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)( 個人  

B

29
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)( TIU      

)( PTC     

D

)( HKｸﾗﾌﾞ 

)( TIU       

)( 個人      
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28

20

)( 個人     )( 個人      

21

19

22

C

)( ｻﾉﾌｨ  
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)( TIU   
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片岡 圭 古口 裕康
八木野 峰輝 白井 章大

畠山 茂樹 宮園 廣美
宮澤 薫 石田 浩徳

竹内 和己 藤岡 興平
保立 義弘 古屋 勉

江原 聡司 阿部 耀太郎
関根 義和 三浦 昴

清水 和夫 木村 聡
高谷 真 高橋 進

今泉 健汰 堀野 雅巳
押部 亘 長澤 敦史

横田 二也 堀尾 遼介
塚本 晃司 黒沢 勲

堂本 隆壮 津森 竜雅
眞坂 隆一 磯田 湧季

赤井 宏至
高山 祐輔

山中 信一郎
茂山 裕一

飯野 貴広
鈴岡 丈明

飯野 貴浩 )( HKｸﾗﾌﾞ 
川越 淳一 )( 個人      

長澤 昇陽
高橋 良太

新井 邦明
中村 剛

村上 和優
江頭 秀明

進藤 純一
神山 直太

47 )( 個人      

48 )( 個人       

45 )( TIU       

46 )( 市役所  

43 )( 個人      

44

F

41 )( 東洋組  

42 )( 庭球塾  

39 )( 個人      55 )( 個人     

40 )( ｻﾉﾌｨ     56 )( TIU      

G

37 )( HKｸﾗﾌﾞ 53 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

38 )( 東洋組  54 )( ｺﾅﾐ      

35 )( PTC      51 )( 個人     

36 )( 個人      52 )( TIU      

E
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34 )( 個人      50 )( 庭球塾  
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