
22 四分一 貴司 )( 個人         44 村上 千広 )( ＰＴＣ        

21 高瀬 憲治 )( 個人         43 大越 浩行 )( 個人         

20 小黒 貫太 )( 三芳野      42 八谷 美一 )( 三芳野      

19 鈴木 祥平 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  41 村上 聖真 )( 東洋組      

18 土屋 大樹 )( ＰＴＣ        40 永田 賢司 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

17 磯山 敬次 )( 個人         39 安達 真也 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ   

)( 霞ヶ関      38 新井 邦明 )( 市役所      

Ｂ Ｄ

15 青山 敢 )( 個人         37 北嶋 義之 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

16 佐藤 一司

14 小野澤 文武 )( 石井TA     36 長瀬 浩久 )( ｺﾅﾐ          

13 岸田 秀一 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  35 川村 晃司 )( 個人         

12 松本 猛 )( 遊乗会      34 大貝 春貴 )( 個人         

長山 哲也 )( 東洋組      

11 若生 直 )( ﾗﾋﾟｽ         33 中村 剛 )( 市役所      

10 清水 勇真 )( 東洋組      32

)( ＫＴＣo      9 阿部 凌 )( 石井TA     31 小名木 稔

8 岩田 靖信 )( ＫＴＣo      30 三澤 良太 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

7 野村 崇浩 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  29 道祖土 新吾 )( 個人         

6 川村 陽介 )( 名細         28 渡邉 健太郎 )( 個人         

Ａ Ｃ

)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  5 佐久間 徹郎 )( 個人         27 土岐 慎也

4 森 昭二 )( 遊乗会      26 藤川 秀明 )( 遊乗会      

3 荒井 幸之助 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  25 関根 義和 )( 個人         

)( 個人         2 24 田川 雅一朗BYE

男子シングルス予選（一般の部）１ ［Ａ～Ｄ］

1 須賀 昭仁 )( 庭球塾      23 小ノ澤 克彦 )( 霞ヶ関      
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江頭 秀一 )( 遊乗会      88 関谷 勝己 )( HKクラブ   

)( ＫＴＣ会     87 住山 正樹 )( 個人         

66

65 浅見 浩佑

)( ﾌｫﾚｽﾄ      86 遠山 雅彦 )( 市役所      64 戸島 隆

)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  高橋 充則63 古屋 信一 )( 個人         85

川田 将也 )( 石井TA     62 兵頭 真砂彦 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  84

)( 石井TA     83 川口 弘晃 )( 個人         

Ｆ Ｈ

61

60 中川 秀樹

斉藤 陽吾

59 田中 一成

)( 個人         82 入間川 真 )( ＰＴＣ        

)( ＰＴＣ        81 武田 知也 )( 東洋組      

58 安達 規裕 )( 個人         80 村越 竜樹 )( ｺﾅﾐ          

57 安田 謙二 )( 個人         79 飯田 佳之 )( 個人         

56 須賀 賢太郎 )( 名細         78 塩野谷 雅騎 )( 庭球塾      

)( ＫＴＣ会     

54 加藤 悠太郎 )( 個人         

55

76 国重 利和 )( 個人         

高橋 洸太 )( 個人         77 河野 康雄

53 石渡 稔亮 )( あさき       75 西留 清比古

)( 個人         52 田中 宏幸 )( 個人         74 吉田 圭太

)( 霞ヶ関      

73 宮崎 貴夫51 武内 亨 )( 東洋組      

)( 庭球塾      

)( 個人         

50 縣 哲也 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

Ｅ Ｇ

72 柏村 直規

)( HKクラブ   49 栗原 喬 )( 庭球塾      71 鬼久保 平

野々村 幸紘 )( 個人         70 芦田 和丈48

69 鈴木 健一 )( 個人         

)( ＰＴＣ        

47 矢口 裕之 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

)( 個人         46 68 大関 智徳

竹内 和巳 )( ＰＴＣ        67 岡本 智之

BYE

男子シングルス予選（一般の部）２ ［E～H］

45 )( 名細         
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鈴木 匠 )( 市役所      110

109 松田 英也 )( 個人         

)( ＫＴＣo      108 相原 克好

107 有賀 耕司 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

106 加藤 文彦 )( 遊乗会      

)( 庭球塾      105 市川 昌孝

Ｊ

104 甲斐 庸介 )( 個人         

103 藤原 養一 )( 個人         

101 森繁 直樹 )( 個人         

102 佐藤 久紀 )( ＰＴＣ        

99 浅見 一広 )( ＫＴＣ会     

100 榊󠄀原 守道 )( 霞ヶ関      

98 菊地 雄太 )( 個人         

97 谷津 岳幸 )( 個人         

96 伊藤 直也 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

94 佐藤 謙司 )( 個人         

95 山主 誠司 )( ＰＴＣ        

Ｉ

93 平山 武利 )( 個人         

益城 泰雄 )( 名細         

91 森川 友也 )( ｺﾅﾐ          

92

90 浮辺 健 )( 個人         

男子シングルス予選（一般の部）３ ［I～J］

村木 和重 )( 遊乗会      89
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