
加古 龍興 土山’S 澁田 真宏 Team UG

中西 智治 土山’S 櫻井 崇晴 中岡共和国

行田 武史 KTT 85 84 石川 達也 アシックス

高井 将行 KTT 西田 健 フリー

林 界 土山’S 86 吉本 光布 こけこっこ～

鈴木 文哉 土山’S 河合 佑亮 こけこっこ～

植本 颯太郎 フリー 83 本倉 和弥 三菱電機

永田 光 フリー 澤井 達也 Ｋ－レンジャーズ

増田 翔 サウスキャッツ 85

戸谷 晃士 サウスキャッツ

金月 雄一郎 ALL FREE 佃 祐弥 三菱重工高砂

山名 慶一 ALL FREE 山本 章雄 三菱重工高砂

辻本 万里 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞBM 85 84 山本 侑生　 ぐらんＰa

小林 修基 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞBM 宇梶 祐介 ぐらんＰa

三浦 高広 三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉ 84 文谷 寿宏 ALL FREE

八木 郁弥 三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉ 金月 道生 ALL FREE

岩田 悟志 三菱電機 83 佐野 恭央 三菱電機

中筋 翔太 三菱電機 赤畑 亨 三菱電機

宮川 貴志 姫路ローン 85 井上 雄太 北須磨OB

辰巳 和宏 姫路ローン 室田 大騎 北須磨OB

中村 勇一 KTT 80 森下 貴博 広野田園

福田 修平 KTT 小園井 大樹 J-J-Jacks

南明 進哉 トップラン 83 上角 真一 フリー

谷垣 友彰 トップラン 山内 健裕 フリー

仲田 一希 六甲ﾊﾞｰﾝｽﾞTC 83 吉川 健一 KTT

井上 貴照 六甲ﾊﾞｰﾝｽﾞTC 98（5） 村上 絢亮 KTT

斉藤 航平 KTT 83 井上 寛仁 ぐらんＰa

石田 勇介 KTT
81 前田 智義 ぐらんＰa

鈴木 隆太 三菱重工高砂

白波瀬 一貴 三菱重工高砂

柿崎 仁志 太子TC 後藤 繁昭 兵庫県庁

渋谷 泰信 ぐらんＰa 堤 英俊 兵庫県庁

浜田 正志 西神ＮＴＧ 市丸 勝之 ＳーＳＨＯＴ

山崎 照弘 西神ＮＴＧ 印部 泰男 印部TC

弓田 啓一郎 フリー 86

竹原 直幸 フリー
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男子B級ダブルス
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本倉 和弥・澤井 達也



石川 達也 アシックス

行田 武史 KTT 西田 健 フリー

高井 将行 KTT 64 W.O 吉本 光布 こけこっこ～

増田 翔 サウスキャッツ 河合 佑亮 こけこっこ～

戸谷 晃士 サウスキャッツ

金月 雄一郎 ALL FREE 佃 祐弥 三菱重工高砂

山名 慶一 ALL FREE 山本 章雄 三菱重工高砂

三浦 高広 三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉ W.O W.O 文谷 寿宏 ALL FREE

八木 郁弥 三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉ
62 金月 道生 ALL FREE

岩田 悟志 三菱電機 井上 雄太 北須磨OB

中筋 翔太 三菱電機 室田 大騎 北須磨OB

中村 勇一 KTT 上角 真一 フリー

福田 修平 KTT 60 山内 健裕 フリー

仲田 一希 六甲ﾊﾞｰﾝｽﾞTC W.O 63 井上 寛仁 ぐらんＰa

井上 貴照 六甲ﾊﾞｰﾝｽﾞTC 前田 智義 ぐらんＰa

鈴木 隆太 三菱重工高砂 65

白波瀬 一貴 三菱重工高砂

岩田 悟志・中筋 翔太

第37回 ＤＵＮＬＯＰ ＳＲＩＸＯＮ テニストーナメント兵庫県大会

コンソレ 男子A級ダブルス

コンソレ 男子B級ダブルス
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