
１Ｒ ２Ｒ ３Ｒ ４Ｒ ５Ｒ ＱＦ SF ＱＦ ４Ｒ ３Ｒ ２Ｒ １Ｒ

男A

ＳＦ

1 安野　信行 (IMPACT☆) 65 大西　大空 (チームくるみ)

2 　　bye 66 　　bye 
(WAZ)

4 近藤　洋介 (SUTC) 68 飛岡　哲史 (STR)

3 福井　英之 (WAKUWAKU) 67 矢口　亮

5 鈴木　岐 (Freequal)

6 柴田　貴之 (ジップ大宮) 70 杉田　智樹

69 尾崎　恭平 (Fマスターズ)

(ジョイナス)

(ルネサンス浦和)

8 青山　健二 (WAKUWAKU) 72 與澤　正則 (W・Bagle)

7 柴田　茂俊 (ルネサタ) 71 高橋　朗成

(N.I.O)

10 村山　裕幸 (キャロット) 74 平澤　力 (グラスワンダー)

9 伊地知　哲生 (MTSC) 73 竹中　一希

11 山田　孝幸 (ブルーライトニン)

12 山口　祐人 (MSJ) 76 松本　龍馬

75 山上　嘉久 (ブルーライトニン)

(MSJ)

(SUTC)

14 栗原　裕樹 (チームくるみ) 78 斎藤　貴仁 (チキンライス)

13 遠藤　周 (SUTC) 77 水嶋　亮太

(森林忍者)

16 橋山　富樹 (FA) 80 柴田　雅寛 (DropShot)

15 河野　嶺太 (鹿島台TC) 79 長谷川　雅一

17 宮治　駿介 (Asobidas)

18 牟　翔 (東大宮TC) 82 大石　純生

81 小林　雄一 (0-ALL)

(東大宮TC)

(ノア・武蔵浦和)

20 鈴木　基文 (The あ〇ふぃ) 84 柴山　匠司 (TIC)

19 村岡　延浩 (ファイン) 83 菅野　洸

(LOTTE)

22 山口　明 (ルネサタ) 86 岩田　昂 (ラリスマ)

21 後藤　泰信 (LOTTE) 85 澤田　燎

23 国岡　崇生 (シーサイド)

24 渡辺　聡史 (PRIME) 88 江川　康広

87 林田　健太郎 (シーサイド)

(PTIN)

(TMHAYATO)

26 畑　裕樹 (向日葵) 90 林　一智 (応用地質)

25 田家　裕一郎 (TOM) 89 山田　一弘

(チームウイング)

28 田坂　和隆 (KENKENTC) 92 佐藤　正典 (KENKENTC)

27 牧野内　大祐 (チームウイング) 91 近藤　信幸

29 濱崎　祐輔 (RLTS)

S1
30 村山　瑠惟 (キャロット) 94

93 品川　泰晟 (RLTS)

加藤　幸宏 (エンジェル)

31 澤田　明史 (爆＆K)

32 中丸　文雄 (富士フイルム大宮) 96 五十嵐　直広

95 岩崎　颯 (東大宮TC)

(TIC)

33 両角　明博 (TMY) 97 田中　康夫 (TIC)

34 大林　浩 (与野TC)

35 本間　高広 (エンジェル) 99 遠藤　隆司

98 尾池　宏充 (爆＆K)

(ウエストヒル)

(SKTC)

37 河田　康平 (ITC与野) 101 藤井　謙晶 (ITC与野)

36 東海林　孝守 (SPIRYTUS) 100 遠藤　朋博

(チームSugar)

39 山田　浩二 (浦和パークTC) 103 桧山　高志 (浦和サンデーTC)

38 小倉　洋一 (チームウイング) 102 齋藤　圭吾

40 和田　久 (TOM)

41 小貫　聡史 (Old bird) 105 花房　政紀

104 前田　類 (TOM)

(ONC)

(サウンドスタジオ)

43 岡本　浩明 (ラリスマ) 107 香村　伊弘朗 (マツヤマTC)

42 上川　和樹 (サウンドスタジオ) 106 峯岸　悟

(MANBOW)

45 清塚　智規 (Team M's) 109 佐藤　淳哉 (Team M's)

44 中村　典孝 (MANBOW) 108 山口　研太

46 室谷　健 (ノア・武蔵浦和)

47 山口　洋治 (大正製薬GC) 111 壺川　博之

110 中津　雅之 (なえばック)

(川サタ)

(Asobidas)

49 竹島　智久 (BSTH浦和) 113 森田　義太郎 (BreakOut)

48 小山　龍介 (Asobidas) 112 榊　要介

(森林忍者)

51 井上　遊 (なえばック) 115 谷川　宏平 (テニ吉)

50 前田　淳貴 (世紀末庭球神 猛) 114 黒須　大暉

52 森川　聡 (T・弁慶)

53 北牧　智治 (MATC) 117 片岡　直樹

116 平田　正憲 (T・弁慶)

(MATC)

(ブルーライトニン)

55 荒川　泰典 (コリンズ) 119 醍醐　一平 (クラブ ルネット)

54 杉田　昌幸 (ボイジャー) 118 荒木　秀人

(NTNL)

57 霜野　匡志 (upset) 121 小巻　岳彦 (T－wave)

56 外谷　幸一 (Novice) 120 清水　竜太

58 平井　庸介 (ルネサンス浦和)

59 原　裕介 (そーそー) 123 常宮　美隆

122 木下　信和 (ルネサンス浦和)

(ジョイナス)

61 三川　毅 (STJ) 125 高田　宏樹 (STJ)

60 前多　直樹 (HY) 124 柴田　裕章

(アップルT・C) 126 稲垣　伸吾

(HY)

(Y&Y)

63 　　bye 127 　　bye 
シード順位

128 高橋　朋也 (春野ITS)

62 伏島　利行

① 安野　信行 ⑤ 高橋　朋也

64 小杉　司 (SUTC)

④ 安藤　圭 ⑧ 高柳　雅治

② 須賀　昭仁 ⑥ 森谷　俊洋
③ 大西　大空 ⑦ 小杉　司



１Ｒ ２Ｒ ３Ｒ ４Ｒ ５Ｒ ＱＦ SF ＱＦ ４Ｒ ３Ｒ ２Ｒ １Ｒ

男A

ＳＦ

129 森谷　俊洋 (SUTC) 193 高柳　雅治 (フロックス)

130 　　bye 194 　　bye 
(ウエストヒル)

132 矢島　直樹 (SPIRYTUS) 196 越智　成基 (SPIRYTUS)

131 鈴木　忠行 (アップルT・C) 195 村越　秀雄

133 和井田　英徳 (HY)

134 三村　将広 (ジョイナス) 198 本村　公一郎

197 ラヴェル　ジェームス (ITC与野)

(そーそー)

(レガロ)

136 十河　壮史 (TP宮原) 200 大室　喜之 (TP宮原)

135 北村　徹 (ルネサンス浦和) 199 古川　暢彦

(Old bird)

138 西川　健二 (クラブ ルネット) 202 福田　貴一 (サウンドスタジオ)

137 大江　太郎 (Old bird) 201 吉留　隆幸

139 落合　豊 (フロックス)

140 十河　将生 (MANBOW) 204 松本　好則

203 小川原　謙一 (まいるど)

(MANBOW)

(Team Air)

142 油布　浩 (でんでんむし) 206 谷川　睦 (なえばック)

141 門倉　利通 (T・弁慶) 205 星野　聡

(川サタ)

144 横内　智至 (BAGEL) 208 岡田　直樹 (BAGEL)

143 原口　寛 (菅商店) 207 塩野谷　雅騎

145 井関　景介 (Asobidas)

146 久米　孝志 (大宮グリーンTC) 210 田島　保明

209 水野　裕太 (Asobidas)

(槻の森)

(ノア・武蔵浦和)

148 笹尾　仁志 (TeamPlus) 212 佐藤　隆行 (TeamPlus)

147 浦田　幹男 (にこにこTC) 211 根岸　翔

(LOTTE)

150 長浜　繁之 (ライジングスター) 214 角屋　涼太 (ラリスマ)

149 野崎　剛 (MANBOW) 213 高野　雅規

151 片平　英明 (サウンドスタジオ)

152 福井　信弘 (ONC) 216 松田　裕之

215 進藤　隆太 (サウンドスタジオ)

(OTC)

(TOM)

154 米田　欽司郎 (浦和シーガル) 218 堀地　拓平 (浦和ホワイト)

153 岡村　昌彦 (TOM) 217 末川　利忠

(チームウイング)

156 藤井　哲也 (J.Breaks) 220 泉澤　明 (KENKENTC)

155 富田　勇司 (チームウイング) 219 鈴木　達也

157 内田　敬斗 (SKTC)

S2
158 川辺　浩史 (エンジェル) 222

221 安東　智之 (RSC)

長尾　誠治 (エンジェル)

159 城石　隆治 (与野TC)

160 白川　貴裕 (ルネサタ) 224 坂井　祐介

223 高橋　智史 (富士フイルム大宮)

(WAZ)

161 島田　智大 (富士フイルム大宮) 225 冨岡　裕 (TMY)

162 宮崎　雅紀 (爆＆K)

163 佐藤　元保 (エンジェル) 227 石川　雅司

226 小林　啓太 (東大宮TC)

(キャロット)

(RLTS)

165 清水　直樹 (KENKENTC) 229 山田　拓哉 (KSC浦和)

164 大塚　唯史 (RLTS) 228 山本　史彦

(チームエガリテ)

167 小川　重之 (応用地質) 231 楓山　和人 (向日葵)

166 伊藤　諭 (チームウイング) 230 斎藤　真吾

168 中村　修 (TMHAYATO)

169 西山　昌 (RISE) 233 阿部　和彦

232 藤村　伸一 (TMHAYATO)

(RLTS)

(ジェクサーTS)

171 神田　顕二 (ランド) 235 岡﨑　健策 (ルネサタ)

170 渋谷　茂雄 (シーサイド) 234 相場　友輔

(KSC浦和)

173 宮澤　孝 (TIC) 237 栗野　哲也 (TIC)

172 児玉　悠史 (LOTTE) 236 美藤　大

174 瀧澤　英一 (バビロン)

175 遠藤　洋輔 (東大宮TC) 239 黒須　秀和

238 粟野　裕平 (フォレストOB)

(東大宮TC)

(0-ALL)

177 秋田　寛 (DropShot) 241 内山　幸彦 (ENDLESS)

176 伊藤　隆也 (0-ALL) 240 瓜生　浩一

(森林忍者)

179 和田　卓 (チキンライス) 243 六車　健 (チームくるみ)

178 長岡　諒太 (森林忍者) 242 山口　翔太

180 遠藤　幸成 (SUTC)

181 及川　達巳 (MSJ) 245 松尾　圭介

244 中村　満良 (SUTC)

(MSJ)

(ブルーライトニン)

183 田中　宗二 (クラブ ルネット) 247 川口　拓馬 (キャロット)

182 吉田　亘 (ブルーライトニン) 246 石井　秀和

(MTSC)

185 酒井　宏 (UYTC) 249 稲田　遼 (W・Bagle)

184 北井　通人 (N.I.O) 248 新井　紀慶

186 青木　晋也 (ルネサンス浦和)

187 江連　理 (ジョイナス) 251 雄谷　充晴

250 鈴木　利康 (ルネサンス浦和)

(ジョイナス)

(Fマスターズ)

189 冨澤　拓也 (STJ) 253 佐藤　崇継 (STR)

188 藤波　明男 (GTR) 252 ユオ　キティ

(WAZ)

191 　　bye 255 　　bye 

190 杉山　裕貴 (WV) 254 井口　翔平

192 安藤　圭 (爆＆K)

F

Ｓ１

Ｓ２

256 須賀　昭仁 (川サタ)
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