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梅澤　遼太郎 関東TC

鈴木　純 和泉テニスクラブ 97 梅澤・鈴木

佐藤　弘貴 在住 WO

安藤　亮太 在住 97 梅澤・鈴木

阿部　右京 在勤（コナミスポーツクラブ天王町） 97 本戦No５０

佐々木　律瑠 在勤（コナミスポーツクラブ天王町） 99 阿部・佐々木

土屋　雄一郎 在勤 85

森下　優 在住 97 梅澤・鈴木

市村　祐太 在勤 85

蒔田　洋平 在住 102 柏木・名古

柏木　巧 希望が丘テニスクラブ　KTC WO

名古　悟 希望が丘テニスクラブ　KTC 103 宮本・橿原

宮本　将希 在住 84

橿原　諒伍 在住 103 宮本・橿原

小出　貴之 亀の甲山TC 82

鹿島　瑛光 在勤

真嶋　祥 在住

笠松　健 在住 105 真嶋・笠松

奈良　康平 GODAI白楽 WO

尾関　弘晃 GODAI白楽 105 真嶋・笠松

植田　雄太 NECソリューションイノベータ 82 本戦No７

金森　正樹 NECソリューションイノベータ 107 植田・金森

川島　洋利 在勤 80

松本　健 在住 105 真嶋・笠松

寺田　裕亮 在住 WO

仁平　匡俊 在住 110 粕川・山本

粕川　昭彦 在住 WO

山本　真一 在勤 110 粕川・山本

島村　健 在住 81

藤田　浩司 在住 111 島村・藤田

川崎　貢市 在住 81

川崎　翔太郎 在住

中村　達也 在住

蓑輪　一茂 在住 113 中村・蓑輪

原　俊平 GODAI白楽 86

三澄　翔太 在勤（横浜市役所テニス部） 116 熊崎・瀬藤

谷　智広 在住 82 本戦No３１

住川　浩章 在勤 116 熊崎・瀬藤

熊崎　陽介 NECソリューションイノベータ 80

瀬藤　忠彦 NECソリューションイノベータ 118 古郡・田嶋

安西　将貴 在住 WO

荘田　大樹 在住 118 古郡・田嶋

古郡　潤己 在住 98(6)

田嶋　悠士 在住 118 古郡・田嶋

宮下　英治 在住 80

山本　紘太郎 横浜法曹TC 120 根本・前田

根本　育太郎 在住 WO

前田　健太 在住

藤原　奨 在勤

西方　裕喜 在勤 122 岡本・佐野

岡本　亮 GODAI白楽 WO

佐野　航介 GODAI白楽 123 松下・國行

松下　健太 在住（横浜市役所テニス部） 98(5) 本戦No６３

國行　玄土 在住 123 松下・國行

園原　悠司 Y's T.A 86

野口　雄飛 Y's T.A 127 藤田・軽部

直江　隆章 NECソリューションイノベータ 83

篠崎　勉 NECソリューションイノベータ 125 直江・篠崎

平石　秀樹 在住 83

鈴木　亮平 ラック港南台テニスガーデン 127 藤田・軽部

藤田　諒 在勤（サテライトテニススクール港北） 86

軽部　将人 在勤 127 藤田・軽部

長尾　康司 GODAI白楽 84

土田　誠人 在住 2019/4/7
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