
岐阜県 瑞浪市テニス協会 林杜春＆松井文子
武山唯司＆馬庭啓史
鶴雄政弘＆馬庭啓史
志水浩二＆水野智洋

近藤憲史＆仙石義裕
安藤梅人＆中島ひとみ
山口雄司＆柘植咲夫
鬼島法夫＆水野育代
梅村武司＆加藤良治
幸史隆＆松井孝夫

静岡県 静岡ウインビレッジテニス倶楽部 山下　基夫＆秋山　和香
望月ひより＆河原　美香

太田　典子＆望月久美子
渡辺　浩正＆住田　千里

静岡県 静岡市テニス協会 赤堀なぎさ＆犬塚景斗
田中義和＆藤森邦彦
高橋繁輝＆杉山愼五

望月秀剛＆望月新太
鈴木雅義＆鈴木創瑛
望月利哲＆富田一樹
興津英基＆望月ゆかり
今泉憲見＆山田浩美
石田陽子＆今泉憲美
藤田聡美＆望月順子
野田容子＆原田恵子

静岡県 藤枝Ｎｅｗ青葉庭球倶楽部 前田　将秀＆松浦　一貴 鈴木　大登＆吉田　海人 杉本　佳加＆後藤　章人
山内　好美＆下井文美恵
松下そのみ＆鍋岡　直子
薮崎　敦俊＆金澤　勝矢

愛知県 ウェルネススクエア新栄 土屋玄太＆西内功
斉藤滋朗＆山内一馬
清木俊雄＆矢野浩
大脇佑介＆近藤千春

村上瑠維＆渡邉龍雄
岡田永遠＆藤井雅史

安藤馨子＆佐久間優
大野昌克＆藤田敏
越前和洋＆益田泰輔
斉藤滋朗＆中川めぐみ
安田奈美子＆山本幸代
田中洋輔＆唐澤裕美

愛知県 TEGインドアテニススクール 芹山博史＆村山直仁
山本順子＆瀧恵一朗
森大輔＆神谷周弘

愛知県 テニスラウンジ緑校 深川真理子＆深川愛菜
深川椋太郎＆木下剛志
真野傳人＆渡邊武
石本真＆加藤優実
伊神春香＆水野翔吾
北村綾子＆太田直輝

北村哲＆北村穂成
森響子＆近藤ひより

愛知県 豊田市テニス協会 大橋宏康&二村健太 久郷ひとみ&高島育子
近藤瑠美&岩橋祐斗

三重県 テニスラウンジ　松阪 都地　健志＆加藤　和広
瀧川　恵美＆谷出　武彦

永田　雅子＆藤本　京子
小西　晃一＆林　香須美
山本　隆也＆林　香須美
田畑　耕治＆真殿　裕行
三浦　功也＆古川　晋也
近江　恵太＆近江　裕太
宮原　覚　＆田中　啓貴

滋賀県
【共同】

滋賀県テニス協会 飯塚アイ子＆国領　千賀子
日高　英悟＆日高　実沙
森本進太郎＆吉岡　京子

京都府
【共同】

京都府テニス協会 小嶋 友啓 ＆ 勝山 暎仁 井上 侑 ＆ 清水 祐哉 北村 康成 ＆ 西田 賀杏央
西川 詩月 ＆ 廣川 千夏
市川 和樹 ＆ 中留 諒太
迫 俊道 ＆ 西田 順一
今村 咲 ＆ 西尾 萌々子
清水 柚華 ＆ 古澤 優奈
岡山 千穂 ＆ 川上 彩貴

京都府 ＩＴＣ京都西インドテニスクラブ 土橋正宜＆牧慎也 勝村芳行＆那須拓矢
安部朋子＆南美淑
段下豪太＆星坂博信
古谷憲一＆林龍之介
野宮唯＆櫻井謙次

京都府 テニスアカデミークレセント城陽校 胡井幸一＆下澤明美
官見真幸＆川口恭弘

京都府 京都東山テニスクラブ 尾崎亮介＆藤原智也
馬渕友花＆山田歩奈
角江菜緒＆山田真穂
今村咲＆植田茉央

清水柚華＆安本華音
河辺一雄＆網孝司
木下翔太郎＆斎藤健司

樫本貴史＆赤堀吉章
村山真砂子＆藤井智美
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京都府 西の丘ローンテニスクラブ 井上　栄子＆岡山　智恵子
川口　敬祐＆田中　宏導
石井　雄希＆橋本　縉治
高橋　剣　＆橋本　縉治
小池美喜子＆橋本　縉治
米原　周吾＆和田　　恵

佐々木　治＆川口　敬祐
堀　　義幸＆松田　光弘
福島　徳人＆石井　佑典
安井　利彰＆西岡　かおり
池永　優子＆米原　周吾
秋山　理恵＆満嶋　隆介
村田　徹雄＆福島　徳人
高橋　剣　＆石井　雄希
中村公充子＆村上　巧
齋藤　由子＆村上　小百合
豊岡恵美子＆居蔵　伸樹

北川　真也＆上林　啓子
堤本　清美＆津曲　祥子
長谷川正勝＆林　　拓矢
森　佐代子＆松永　美樹
小尻　裕子＆斉藤　正道
秋山　理恵＆藤井　唯子
加藤　明彦＆杉江　昌乃
山内　和生＆矢野　利行
鷲見　拓人＆高木　慶文
三野眞佐子＆小田雅沙代
阿部　晃久＆阪口　孝裕
米津　昇　＆橋本　縉治
花井　雅美＆芝内朋子

大阪府 アズテニス 岡部哲也＆那須月美 尼子弘子＆那須月美
武本哲也＆岡部哲也
山崎正実＆宇野友貴
大塚勝汰＆吉村拓真

岡部将＆那須月美
吉村博敬＆山崎正実

大阪府 枚方市テニス協会 西川新＆安田空 吉崎晋平＆吉崎琴葉 椹木基志子＆中東利文

大阪府 江坂テニスセンター 難波　宏之＆小俣　賢治
福田　明宏＆堤　　雄嗣
福留　慎也＆長内　麻実
岩田　輝介＆本田しんたろう
西塔　志織＆曽山　睦子
右田　啓哉＆小嶋　隆
野崎コーチ＆冨田　夏実

大阪府 豊中テニスクラブ 佐野文江＆酒匂千嘉子
佐藤美樹＆酒匂千嘉子

佐藤圭＆西川智浩
高木美智子＆若林絢子
内山幸司＆西川智浩
宮崎　実＆西川智浩
井藤名知子＆西川智浩
竹本洋＆広狩 恵麻

兵庫県
【共同】

兵庫県テニス協会 井上　正次 ＆ 高梨　潤 松尾　素子 ＆ 平石　あつ子
片瀬　愛梨 ＆ 増田　萌乃
丸山　葉子 ＆ 黒田　直子
宮地　伶緒斗 ＆ 木梨　容子
松尾　佳高 ＆ 亀田　真由美

萩原　敦司 ＆ 萩原　和子
坂田　修一 ＆ 坂田　和美
山本　佳 ＆ 山本　佐世理
中西　信 ＆ 中西　優子
西垣　きみ代 ＆ 山崎　みき
向嶋　絹 ＆ 田中　富美

兵庫県 (株)古川テニス企画
　　　宝塚テニスクラブ

宮城一郎＆斎藤靖浩 今村怜＆太田聖美
時本倫典＆寺田俊浩
林治彦＆山本賢治

兵庫県 ダンロップテニススクール
　　神戸総合運動公園

松崎さん＆竹村さん

奈良県
【共同】

奈良県テニス協会 小銭　晃治 ＆ 福部　好志 向川　麻子 ＆ 村井　桃子
清水　良則 ＆ 辻　勇

奈良県 ジュピター・テニス・クラブ 中島武義＆川本万利子

和歌山県
【共同】

和歌山県テニス協会 林　祐太 ＆ 森　俊介
杉本　和則 ＆ 山本　駿平
村田　海人 ＆ 細野　航基

渡邊　龍人 ＆ 大塚　誠也
河村　奈央 ＆ 西本　早希

加藤　啓介 ＆ 鳥海　健一郎
桑原　悠介 ＆ 岡崎　真之
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