
岐阜県 瑞浪市硬式テニス協会 水野智洋＆志水浩二
各務喜仁＆根生雅之
山内春美＆脇田清美

安藤梅人＆栗木博文

静岡県
【共同】

静岡県テニス協会 竹中健矢＆水田貴文
中山隼＆石山嵩悠
高柳希旭＆若山裕貴
佐原克哉＆石塚喜成
古橋茉奈＆織田知邑

静岡県 アクトス浜松 天野康治＆河島恵 原田久美子＆松島圭吾
市川いづみ＆天野康治
所　和世　＆藤原良和

静岡県 伊東テニス協会 小島哲也&土屋勝裕
深澤典生&青山和加奈
鈴木久敬&室野弘毅

稲葉里菜&黒川亜美

静岡県 沼津テニス協会 佐野　真治＆森　智広 今西　冬芽＆山崎　淳一郎

愛知県
【共同】

愛知県テニス協会 鈴木　勲　＆加藤　泰孝 中田　朝之＆中村　聡 ４組（氏名不明）

愛知県 TEGインドアテニススクール 野崎　繁　＆瀧　恵一朗 永井　宏幸＆村山　直仁

愛知県 ウェルネススクエア金山 桑野征也＆深谷尚利
潮田雄二＆長谷川康
北村淳一＆桑野征也
岩月克之＆深谷尚利

塚本裕久＆三輪晴樹
野田真一＆平島拓弥
勅使河原精二＆村瀬元貴
北村淳一＆永田純一
加藤輝大＆松原進
井草卓弥＆桑野征也

研谷亮＆深谷尚利
高橋真規子＆吉村絵美
松本秀樹＆吉田賢司
諏訪里沙＆平島拓弥
尾方勇一＆林佐千子
立松洋明＆民田桂子

愛知県 テニスラウンジ
　ウィルネススクエア港

鈴木智代子＆沖　大輔

愛知県 テニスラウンジ刈谷 宮田　唯希＆江平　昴太
岩間理圭子＆佐藤　康介
渡辺　礼子＆鈴木　武夫
阿部　高明＆平田　勇一

菱田　修司＆下村　俊夫
野村　敏明＆紺野　義博
竹本　貴俊＆執行　修
島村　希美＆伊東　蓮

北川　莉子＆土屋麻美菜
松永　聡子＆岡　修一
青木　優音＆鈴木穂乃香
山崎　真　＆中西　菜摘
小田　誠司＆小田　和孝
田中　誠　＆矢土　剛
江坂　直美＆鈴木　幸利
小木曽憲伸＆久米　健太
滝ヶ山礼菜＆小坂　琳
大原真佐代＆今井　直人

愛知県 テニスラウンジ知立 井上　哲夫＆密　真 大口　総司＆長谷部　猛
加納　勝彦＆原田　昌和
加納　勝彦＆川尻　尚加

愛知県 プラスワンテニススクール 佐藤望未＆大杉コーチ 尾藤利夫＆新田明広

愛知県 豊田市テニス協会 石川知子＆村山由美子 杉浦明広＆杉浦雅幸

愛知県 木曽川ローンテニスクラブ 飯田誠＆藤垣紳一郎 脇田有梨花＆中村純子
奥寺弘高＆林国冶
宮崎勇輔＆古田雄一

三重県 テニスラウンジ久居 貝川裕之＆川合卓
小林奈加＆川合卓
福村宜剛＆川合卓

福田寛＆石川達也
堤豊＆大西慎吾
櫛田達也＆川合卓

藤田剛史＆森弘樹
木下玄太＆川合卓

三重県 テニスラウンジ津 村田陽＆中村美乃里

三重県 テニスラウンジ松阪 小西晃一＆林香須美
今西広樹＆中西友章
藤井秀章＆浅野徹

谷出武彦＆美馬哲也
小林茂＆上村悠介
横山宏道＆竹岡正彦
乾陽至＆野崎潤一

高橋美智子＆村井清美
山本貴昭＆森彩香
田畑耕治＆宇田友美
岡田幸代＆中村豊
山本＆村井
須山慶子＆三橋朗裕

三重県 メッツ 赤堀剛寛＆松本和美 桂清文＆石野桂子

滋賀県
【共同】

滋賀県テニス協会 日高　英悟＆宝本　実沙 後藤　真佑＆後藤美代子 宝本　弘　＆宝本　高子
森本進太郎＆吉岡　京子
沢　眞一郎＆河本　八郎
田中　龍治＆田中　瑞萌
谷村　健治＆谷村　裕子
辰巳　悟朗＆山本　順子
猪野みち子＆中田　鈴江

1 / 2 ページ



京都府
【共同】

京都府テニス協会 石川 尚毅＆市川 和樹
中留 諒太＆山本 一慶
西川翔汰朗＆今中 那雄
石川 琢巳＆橋本史之信
斯波 香 ＆小笠原 久子

髙木 利昭＆髙木 悦子
米重 治 ＆森 友香
堀井 慧 ＆山本 一紗

京都府 ITC京都西インドアテニスクラブ 井上芳郎＆大石正子

京都府 京都東山テニスクラブ 木下翔太朗＆寺尾祐一
木倉勝彦＆木倉都美子
東出夏路＆橋本史之信
小林俊輔＆岡田慶一

植田茉央＆山zｱ菜央
村山真砂子＆尾川美弥子
洲崎真帆＆笠川皓史
今村咲＆安本華音

山本哲也＆奥村学
清水柚華＆古澤優奈
徐秀麗＆永味朋宏

京都府 神足テニスクラブ 加藤諒一＆塩見友弥 河口英理＆田中尚子
新井隆司＆中村暢
角田貴彦＆長谷川宣
藤井隆信＆山下宏輔

大阪府 アズテニス 澤田啓祐＆佐伯隆将
安積豊＆西森渉馬

蔵本素之＆中浜実千代
田中和則＆大塚勝
桐田一磨＆稲田楓

大阪府 江坂テニスセンター 西本美香子＆茶山左知
森本由美＆西口智子
大山紗輝＆山本理恵
前川八重子＆山本圭子

西谷裕子＆片平コーチ
船山仲也＆西谷俊平
濱あゆみ＆鈴木藍
金川裕志＆藤本武史
今井悠裕＆沖田宏人
山科美紀＆斉藤理恵
千島浩一＆堤雄嗣
金剛寺英明＆上田幸男
阿部雅樹＆佐々本正之
奥谷清文＆吉川良輔
南平健二＆野崎コーチ
田中佐祐美＆不明
高橋道代＆不明
森田倫加＆不明
宮脇邦子＆家志岳宏
玉井敬憲＆小田美雪
三好宏征＆山本徹
家志岳宏＆小橋里美
岡部泰久＆山本大輔
浜村由美子＆森田加代子
北野康和＆関智也
前野矢寿子＆丸山コーチ

大阪府 ユニバーサルテニススクール河内長野 宇都弥生＆平岡美和子

大阪府 河内庭球倶楽部 内藤幸夫＆池永昭夫

大阪府 豊中テニスクラブ 大森裕太＆奥野楓
広狩恵麻＆中島武琉

兵庫県
【共同】

兵庫県テニス協会 山本　太陽＆阿部　哉太
岩田　正美＆岩田由香里
中西　清純＆藤田　裕之
赤城　興志＆阿江　千晶
中西　優子＆西垣きみ代
岡田　裕昭＆山内　梨菜
岡沢　幹治＆佐藤　礼奈
岡本　哲章＆岡本　摩美
篠田　幹子＆八木　千晶

片渕　裕斗＆奥平　駿
秋田　浩希＆力谷　優輝
河野　彩花＆河野　稔
富永　義隆＆中西　信

山城　温大＆山城　卓朗
植之原理恵子＆畑本ひろみ
岡橋　奈美＆松木　圭子
野山　純次＆岡　洋一
丸山　葉子＆黒田　直子
中塚由起子＆坂上亜希子
金森　美鈴＆金森　雅美

兵庫県 ウエストヒルテニスアカデミー 三岡　良夫＆三岡　祐子

兵庫県 ノアインドアステージHAT神戸 小川勝也＆安田知加
小島大輔＆白川直樹

金子弘喜＆松浦愛
米住勇紀＆松本哲門

兵庫県 古川テニス企画 斎藤　靖浩＆宮城　一郎
林　治彦　＆山本　賢治

兵庫県 芦屋グリーンランドテニスクラブ 安藤千尋＆佐治嘉章 岡田明久＆佐藤南帆 北野嘉康＆吉岡茂
北野嘉康＆松田雅子
金子拓矢＆四宮梨菜
森下眞起子＆富岡重之

和歌山県
【共同】

和歌山県テニス協会 辻垣内亨夫＆松下　彰宏
岡本　慶子＆山根　弘美
片桐堅太郎＆岡崎　恵美
永井　陽子＆坂口亜依里
内山　陽介＆上村　俊貴

川崎　裕太＆岩井　遼太
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