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女子ベテラン（４０歳以上） 吉田由美 スリーピース
女子ベテラン（４０歳以上） 金谷規子 どんぐり
女子ベテラン（４０歳以上） 野口佳奈 マーテルファミリー
女子ベテラン（４０歳以上） 蜷川聖子 チームすまいる
女子ベテラン（５０歳以上） ハイマンまほ 一般
女子ベテラン（５０歳以上） 井上伊都子 新座ローンテニスクラブ
女子ベテラン（５０歳以上） 三原律子 新座ローンテニスクラブ
女子ベテラン（５０歳以上） 石井香織 TEAM　YU-YU
女子ベテラン（５０歳以上） 八木恵 チームすまいる
女子一般（初級） 井上伸子 FMTC
女子一般（初級） 吉田智美 TEAM　YU-YU
女子一般（初級） 原小夜子 FMTC
女子一般（初級） 山本陽子 一般
女子一般（初級） 小山郁子 一般
女子一般（初級） 池田朋子 マーテルファミリー
女子一般（初級） 辻舞子 どんぐり
女子一般（初級） 藤村房子 新豊TC
女子一般（初級） 武笠由紀子 マーテルファミリー
女子一般（初級） 北原昌代 FMTC
女子一般（初級） 鈴木千賀 マーテルファミリー
女子一般（上級） 吉田由美 スリーピース
女子一般（上級） 金谷規子 どんぐり
女子一般（上級） 菅田明子 TEAM　YU-YU
女子一般（上級） 石井香織 TEAM　YU-YU
女子一般（上級） 相澤洋子 一般
女子一般（上級） 大内妙子 新座ローンテニスクラブ
女子一般（上級） 野口佳奈 マーテルファミリー
女子一般（中級） 花城明日香 一般
女子一般（中級） 佐藤みさお 一般
男子ベテラン（４５歳以上） 吉田勇 一般
男子ベテラン（４５歳以上） 金箱昌光 新座ローンテニスクラブ
男子ベテラン（４５歳以上） 戸丸和義 一般
男子ベテラン（４５歳以上） 工藤正哉 TEAM　YU-YU
男子ベテラン（４５歳以上） 高橋仁志 FMTC
男子ベテラン（４５歳以上） 佐藤豊 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ
男子ベテラン（４５歳以上） 山谷達義 チームすまいる
男子ベテラン（４５歳以上） 小野寺仁 マーテルファミリー
男子ベテラン（４５歳以上） 松崎武志 TEAM　YU-YU
男子ベテラン（４５歳以上） 森川直樹 サンケン電気株式会社　硬式テニス部
男子ベテラン（４５歳以上） 西康宏 マーテルファミリー
男子ベテラン（４５歳以上） 石原宏一 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ
男子ベテラン（４５歳以上） 石毛竜 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ
男子ベテラン（４５歳以上） 大村一郎 マーテルファミリー
男子ベテラン（４５歳以上） 大塚英樹 新座ローンテニスクラブ
男子ベテラン（４５歳以上） 藤川佳久 TEAM　YU-YU
男子ベテラン（４５歳以上） 白川直樹 スリーピース
男子ベテラン（４５歳以上） 富井久雄 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ
男子ベテラン（４５歳以上） 片桐剛 一般
男子ベテラン（４５歳以上） 本間公敏 TEAM　YU-YU
男子ベテラン（４５歳以上） 木村徳明 サンケン電気株式会社　硬式テニス部
男子ベテラン（４５歳以上） 鈴木伸嘉 マーテルファミリー
男子ベテラン（５５歳以上） 安谷仁志 一般
男子ベテラン（５５歳以上） 井上恭和 新座ローンテニスクラブ
男子ベテラン（５５歳以上） 岡野昌司 どんぐり
男子ベテラン（５５歳以上） 河原正人 チームすまいる
男子ベテラン（５５歳以上） 河田繁 一般
男子ベテラン（５５歳以上） 柿木達也 サンケン電気株式会社　硬式テニス部
男子ベテラン（５５歳以上） 関口正浩 一般
男子ベテラン（５５歳以上） 丸山宗賢 一般
男子ベテラン（５５歳以上） 光村孝清 FMTC
男子ベテラン（５５歳以上） 斎藤隆浩 マーテルファミリー
男子ベテラン（５５歳以上） 三宅和幸 チームすまいる
男子ベテラン（５５歳以上） 小西洋史 個人登録
男子ベテラン（５５歳以上） 松本孝 新座ローンテニスクラブ
男子ベテラン（５５歳以上） 松本孝 新座ローンテニスクラブ
男子ベテラン（５５歳以上） 清水達也 TEAM　YU-YU
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男子ベテラン（５５歳以上） 青木信之 新座ローンテニスクラブ
男子ベテラン（５５歳以上） 石井文男 TEAM　YU-YU
男子ベテラン（５５歳以上） 浅川達雄 新座ローンテニスクラブ
男子ベテラン（５５歳以上） 池上好之 一般
男子ベテラン（５５歳以上） 池田英樹 一般
男子ベテラン（５５歳以上） 竹内哲也 マーテルファミリー
男子ベテラン（５５歳以上） 長浜博幸 TEAM　YU-YU
男子ベテラン（５５歳以上） 塚本啓介 TEAM　YU-YU
男子ベテラン（５５歳以上） 鉄豊雄 一般
男子ベテラン（５５歳以上） 藤村守 一般
男子ベテラン（５５歳以上） 有山浩 FMTC
男子ベテラン（５５歳以上） 梁取昭克 一般
男子ベテラン（５５歳以上） 林康憲 FMTC
男子ベテラン（５５歳以上） 鈴木義郎 TEAM　YU-YU
男子ベテラン（５５歳以上） 鈴木豊秋 新座ローンテニスクラブ
男子ベテラン（５５歳以上） 奧田陵司 一般
男子ベテラン（５５歳以上） 廣瀬正典 STT
男子ベテラン（６５歳以上） 窪田正樹 マーテルファミリー
男子ベテラン（６５歳以上） 山田努 マーテルファミリー
男子ベテラン（６５歳以上） 清水壽 一般
男子ベテラン（６５歳以上） 太田富章 新座ローンテニスクラブ
男子ベテラン（６５歳以上） 池上聡 マーテルファミリー
男子ベテラン（６５歳以上） 中務信一 どんぐり
男子ベテラン（６５歳以上） 田中克敏 一般
男子ベテラン（６５歳以上） 濱竹俊和 TEAM　YU-YU
男子ベテラン（７０歳以上） 大石佳秀 新座ローンテニスクラブ
男子ベテラン（７０歳以上） 江口雅志 どんぐり
男子ベテラン（７０歳以上） 椎津稔 どんぐり
男子一般（初級） 宇津木大輔 一般
男子一般（初級） 鬼丸修一 一般
男子一般（初級） 原浩也 悟空
男子一般（初級） 江口雅志 どんぐり
男子一般（初級） 佐々木聖仁 一般
男子一般（初級） 新井勇輝 一般
男子一般（初級） 石井卓弥 一般
男子一般（初級） 池上聡 マーテルファミリー
男子一般（初級） 椎津稔 どんぐり
男子一般（初級） 田中克敏 一般
男子一般（初級） 木村徳明 サンケン電気テニス部
男子一般（初級） 木村徳明 サンケン電気株式会社　硬式テニス部
男子一般（初級） 崔在俊 どんぐり
男子一般（上級） 浦田雄二 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ
男子一般（上級） 岩崎啓介 個人
男子一般（上級） 宮嵜裕継 TEAM　YU-YU
男子一般（上級） 金子俊朗 TEAM　YU-YU
男子一般（上級） 今村光祐 個人
男子一般（上級） 三宅和幸 チームすまいる
男子一般（上級） 山平尚一朗 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ
男子一般（上級） 小林道人 マーテルファミリー
男子一般（上級） 森川直樹 サンケン電気株式会社 硬式テニス部
男子一般（上級） 石原宏一 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ
男子一般（上級） 相澤壮亮 一般
男子一般（上級） 村田道隆 TEAM　YU-YU
男子一般（上級） 大川雅貴 STT
男子一般（上級） 大塚英樹 新座ローンテニスクラブ
男子一般（上級） 渡辺岳人 TEAM　YU-YU
男子一般（上級） 渡邊崚生 STT
男子一般（上級） 東太陽 TEAM　YU-YU
男子一般（上級） 藤田悠梧 TEAM　YU-YU
男子一般（上級） 白川直樹 スリーピース
男子一般（上級） 白土優太 一般
男子一般（上級） 平林亮二 TEAM　YU-YU
男子一般（上級） 本間秀樹 マーテルファミリー
男子一般（上級） 茂木光司 スリーピース
男子一般（上級） 矢島和典 コナミスポーツクラブ新座
男子一般（上級） 鈴木豊秋 新座ローンテニスクラブ
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男子一般（中級） 井上恭和 新座ローンテニスクラブ
男子一般（中級） 岡野昌司 どんぐり
男子一般（中級） 柿木達也 サンケン電気株式会社　硬式テニス部
男子一般（中級） 金箱昌光 新座ローンテニスクラブ
男子一般（中級） 向井隆 一般
男子一般（中級） 工藤正哉 TEAM　YU-YU
男子一般（中級） 根本良信 一般
男子一般（中級） 佐藤豊 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ
男子一般（中級） 斎藤隆浩 マーテルファミリー
男子一般（中級） 鮫島秀人 一般
男子一般（中級） 山谷達義 チームすまいる
男子一般（中級） 山田一幸 一般
男子一般（中級） 山田健太郎 一般
男子一般（中級） 山田努 マーテルファミリー
男子一般（中級） 小野寺仁 マーテルファミリー
男子一般（中級） 松崎武志 TEAM　YU-YU
男子一般（中級） 人見貴嗣 TEAM　YU-YU
男子一般（中級） 清水達也 TEAM　YU-YU
男子一般（中級） 青木信之 新座ローンテニスクラブ
男子一般（中級） 石井文男 TEAM　YU-YU
男子一般（中級） 石崎博貴 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ
男子一般（中級） 石毛竜 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ
男子一般（中級） 浅川達雄 新座ローンテニスクラブ
男子一般（中級） 大村一郎 マーテルファミリー
男子一般（中級） 谷上祐輔 一般
男子一般（中級） 池上好之 一般
男子一般（中級） 竹内哲也 マーテルファミリー
男子一般（中級） 長崎考志 どんぐり
男子一般（中級） 長浜博幸 TEAM　YU-YU
男子一般（中級） 鉄豊雄 一般
男子一般（中級） 藤川佳久 TEAM　YU-YU
男子一般（中級） 柏敏雄 マーテルファミリー
男子一般（中級） 片桐剛 一般
男子一般（中級） 本間公敏 TEAM　YU-YU
男子一般（中級） 鈴木義郎 TEAM　YU-YU
男子一般（中級） 鈴木伸嘉 マーテルファミリー
男子一般（中級） 奧田陵司 一般
男子一般（中級） 廣瀬正典 STT
男子一般（中級） 齋藤健之介 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ


