
No シード 選手名1 選手名2 チーム名1 チーム名2

1 井坂 佑 山本 伸明 木村☆農場 木村☆農場

2 佐藤 喜紀 島田 博之 ウルトラＭ ウルトラＭ

3 時田 努 石岡 孝三 Southfields. Southfields.

4 市本 基 小林 憲貴 LT5 LT5

5 益子 将 近野 大樹 Trinker's Trinker's

6 渡辺 史典 松尾 友喜 中青木テニスクラブ 中青木テニスクラブ

7 秋山 啓司 二神 友也 ＯＭＹＴＣ ＯＭＹＴＣ

8 今井 良和 栗賀 智史 ＯＭＹＴＣ ＯＭＹＴＣ

9 黒田 晃太郎 六車 健 GSF GSF

10 田熊 和宏 西尾 泰 TEAM　ONE　DO TEAM　ONE　DO

11 林 法良 谷沢 克矢 TEAM　ONE　DO TEAM　ONE　DO

12 田中 繁明 白木 敦夫 TEAM　ONE　DO TEAM　ONE　DO

13 山崎 裕也 松丸 淳 スピード２０ クィーンズドームテニススクール

14 芝原 恵介 森 義晶 ？（ＨＡＴＥＮＡ）Ｊ・Ｆ ？（ＨＡＴＥＮＡ）Ｊ・Ｆ

15 大浦 信也 河野 嶺太 Team Nice Watch Team Nice Watch

16 塩野谷 慎吾 織原 慎 チームＳalt Team ZERO

17 田中 明日翔 山口 貴士 チャレンジャ－ズ アバンタージュテニスクラブ

18 佐々木 優斗 諸我 良太 チャレンジャ－ズ ＮＳＫ
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男子Aクラス



No シード 選手名1 選手名2 チーム名1 チーム名2

1 木村 幸司 小暮 南央 木村☆農場 木村☆農場

2 矢崎 和貴 高橋 知也 木村☆農場 木村☆農場

3 佐久間 慶 髙村 雅也 未登録 未登録

4 波岡 周平 仲條 健司 ファイン ファイン

5 大平 正則 増田 幸一朗 Ｙ・Ｙテニスクラブ Ｙ・Ｙテニスクラブ

6 星野 厚一郎 伊藤 範明 ウインズ ウインズ

7 東 純一 馬籠 諭 西公民館硬式テニスクラブ 西川口テニスクラブ

8 池ノ谷 崇史 平石 大輔 西川口テニスクラブ 西川口テニスクラブ

9 福澤 琢磨 上治 直樹 LT5 LT5

10 木村 誠 中村 航太 川口市役所　テニス部 川口市役所　テニス部

11 熊倉 英紀 半藤 裕一 ライズ ライズ

12 斉藤 光司 山田 博之 TEAM　ONE　DO メリーテニスクラブ

13 宍倉 正 宍倉 大輝 スピード２０ スピード２０

14 松井 則和 金子 直人 スピード２０ スピード２０

15 加藤 潤 神園 哲郎 ダンロップ川口インドアテニス ダンロップ川口インドアテニス
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男子Bクラス



No シード 選手名1 選手名2 チーム名1 チーム名2

1 大竹 秀央 土屋 由紀夫 Aster 西公民館硬式テニスクラブ

2 芳賀 謙信 森下 博文 木村☆農場 木村☆農場

3 美原 隆 木所 郁男 木村☆農場 木村☆農場

4 樋口 和也 松田 司 Aster Aster

5 増森 平 中村 光裕 Team ZERO Team ZERO

6 高橋 勇輝 菅原 康介 Southfields. 未登録

7 石原 和宏 栗林 信行 ライズ ライズ

8 酒井 昇 榊田 聡太郎 中青木テニスクラブ 青木テニスクラブ

9 吉田 武志 斉藤 博志 チームyukino チームyukino

10 齋藤 雄一郎 秋本 光陽 チームyukino チームyukino

11 森泉 勇耶 米田　雅人 スピード２０ スピード２０

12 上野 茂樹 瀧上 欣延 ストイックス ストイックス

13 友部 源太 佐藤 真広 テニススタジオ川口 Trinker's

14 梶 大介 角谷 喜紀 ダンロップ川口インドアテニス 未登録

15 神崎　渉 坂口　久幸 未登録 未登録
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男子Cクラス



No シード 選手名1 選手名2 チーム名1 チーム名2

1 笠井 完二 鈴木 登志一 Ambitious アバンタージュテニスクラブ

2 清水 英也 松浦 規久哉 ウルトラＭ アバンタージュテニスクラブ

3 土井 健一 坂本 久雄 ウエストヒルズ ウエストヒルズ

4 桑田 正太郎 新名 清志 ウインズ ウインズ

5 山口 利美 渡辺 洋一 アバンタージュテニスクラブ 川口市役所　テニス部

6 久保田 光一 吉岡 勝三 西公民館硬式テニスクラブ 西公民館硬式テニスクラブ

7 田中 利政 竹中 裕人 西公民館硬式テニスクラブ アバンタージュテニスクラブ

8 北森 一弘 大木 晴雄 西川口テニスクラブ 西川口テニスクラブ

9 加藤 哲之 廣野 勝久 チームyukino チームyukino

10 吉田 真司 高橋 久和 クィーンズドームテニススクール
クィーンズドームテニススクール

11 横山 秀明 金井 弘隆 ？（ＨＡＴＥＮＡ）Ｊ・Ｆ ？（ＨＡＴＥＮＡ）Ｊ・Ｆ

12 隅田　勇 佐々木　久人 VICTORY VICTORY
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男子55歳以上クラス


