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29
吉岡　翔太 ・三原　　明
　（岐阜・大鹿印刷）

・浜口　宣幸
　（群馬・日清紡）

酒井 康男 ・篠原　　智

伊藤 真一 ・武井　　光

喜多川 真

57
　（新潟・燕テニスクラブ）

内田 　勝 ・日下　光也
58

　（神奈川・三菱重工相模原）

森田 宗平 ・丸山　　博

28
小関　　覚 ・塩原　孝一
　（埼玉　鴻巣クラブ）

56
　（群馬・渋川クラブ）

野田 哲也 ・山口　直人 55
　（大阪・枚方信用金庫）

54
　（愛知・トヨタ自動車）

52
　 （東京・アカエムクラブ・杉並文化クラブ）

牛渡 昌貴 ・菅原　隆志
53

　 （宮城・教員クラブ・東北福祉大クラブ）

・石井　峰夫
45

　（埼玉・上尾ＳＴＣ・川口市役所）

花井　伸幸
36

　（京都・京都市役所）

石川 洋平 ・尾木　暁夫
37

　（愛知・東邦ガス）

玉岡 良仁 ・

岡井 俊夫 ・牧　　知秀
　（岐阜・大鹿印刷　愛知・岡崎城西高等学校）

三宅 貴也

27
古山　雄士 ・大高　健二
　（宮城・ＴＧクラブ・泉あすなろクラブ）

26 矢本　尚輝 ・楠田　佳嗣
　（東京・たちばなクラブ）

25
西城　和宏 ・小関　　学
　 （岡山・ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾅｼﾞｰ水島･しらかべｸﾗﾌﾞ）

24
高山　泰英 ・高山　知之
 　（石川・ハセガワスポーツ・兼六クラブ）

　  （岡山・興亜耐火工業・備前フレンドテニスクラブ）

塚野 剛史 ・瀧本　和憲

宮脇 利幸 ・赤木　伸輔

　（兵庫・伊丹クラブ・但馬クラブ）

・丸山　啓太
　（福岡・サンデークラブ）

松川 佳裕 ・杉野　勝宣

武藤 雅洋 ・児玉　　功
　（秋田・わか杉クラブ）

郡司　秀一
　（茨城・住金クラブ・ファイヤークラブ）

51

48

49

50

47
田向 幸治 ・

荒巻 　淳

23
秋田　浩介 ・高橋　　徹
　（岩手・盛岡見前ＳＴＣ）

22
ＹＯＵ　ＳＡＮＧＹＯＵＬ ・HAN JAEWON

　(韓国・ソウル体育会）

21 浅倉　圭一 ・川崎　孝志　
　（神奈川・三浦クラブ）

20
濱口　　昇　 ・末田　路博
　（愛知・赤Ｍクラブ・東邦ガス）

　（秋田・横手市連盟）
赤川　貴行 ・

　（茨城・日立研究所）

　（秋田・わか杉クラブ）
1

2 黒木　拓弥 ・関根　敏弘

樋口 　清 ・小山　浩史 35
　（埼玉・日本信号）

・奥田　義明
34

　（岡山・ＮＴＮ岡山）
5

後藤　靖浩 ・薄井　博一
　 （神奈川・東海大相模ＯＢ・せせらぎクラブ）

4
諏訪部　貴彦 ・安藤　直樹
  （静岡・しずおか信用金庫・明電舎）

酒井　一樹
　（富山・不二越）

6 星野　俊次 ・新宮　幸太郎
　(大阪・枚方信用金庫）

8
塚本　竜生 ・大原　将人
　(愛知・朝日Ｓ.Ｔ.Ｃ）

9
北森　鉄也 ・

11 米川　健一 ・椎名　　宏
　（神奈川・小田原ＢＯＭ）

12 阿久津　孝 ・

佐々木　智教
　（京都・ビーウエイ）

13
芳賀　満稔 ・佐藤　智之
　（福島・富岡クラブ）

14 富山　　剛

33

32

　 （東京・日体桜友会　神奈川・厚木市役所）
30

長瀬 徳彦 ・澤里　紀代美 31
　（岩手・軽米町協会・久慈市協会）

小名 明仁

一　般　男　子　（１）

浅川 陽介 ・香川　大輔舘越  清将 ・齋藤　紘二

後藤 純一 ・泉　　　　明
38

　（岩手・北桜倶楽部・岩手銀行）

森 　　浩二 ・小林　貴洋
39

　（東京・板橋倶楽部）

中本祐太 ・藤村　祐太 40
　（富山・ＹＫＫ）　

菊池 清彦 ・茂木　　理 41
　（埼玉・深谷クラブ）

桜井 　昇 ・齋藤　豊文
42

　（山形・鶴岡城畔クラブ）

石井 喜規 若梅　良輔 43
　（千葉・ふれあいクラブ）

水澤 悠太 ・森本　英揮
44

　（広島・ＮＴＴ西日本広島）

16
松原　豊広 ・松田　和也

小林 　晃 ・星野　信裕 46
　（岩手・ソフトテニス研究会）

3
石田　英雄 ・黒飛　　修
　（広島・広島中央クラブ）

7
室谷　哲也 ・柳田　真吾
 　(群馬・沖電気　埼玉・川口ゴーセンクラブ）

黒須　則夫
　（栃木・東京電力クラブ）

10
児玉　良一 ・星　　和彦
　（岩手・日本新薬・一関協会）

室谷　洋平 ・藤原　亮二
　（東京・ヨネックス　千葉・松戸市役所）

・

　（奈良・高田商業ＯＢクラブ）

17 村田　智也 ・高橋　直樹
　（東京・ミドウクラブ）

15

19 高本　剛史 ・牧野　友宣
　（茨城・翼翼クラブ）

18
千田　佳都

森 　博朗 ・日野　聖悟
59

　（香川・尽誠高教員・Ｆ.Ａ.Ｓ）

23

0

3

1

23



0

1

2

0

1

2

0

3 3

2

0

3

0

0

3
2

1
1

3

2

0

2

1

3

2

0
1

1

2

0

1
2

1
2

2
2

3

1

3

2

1

2

0

2

3 2

1 2

0

0

1
1

・
89

　（群馬・渋川クラブ・沖電気） 　（大阪・枚方信用金庫）
佐藤　　壮三浦　孝洋 三石 康人 ・

3
61

伊藤　　巧 ・松橋　隆視
　（秋田・大館市協会）

伊藤 　潔 ・橋本　好貴
90

　（東京・たちばなクラブ）

62
横山　晴生 ・加藤　真澄
　（岐阜・中部電力岐阜　三重・中部電力三重）

水野 貞利 ・判田　弘志
91

　（岩手・金ヶ崎ソフトテニス協会・ソフトテニス研究会）

63
渡邉　優作 ・及川　哲也
　（埼玉・アキムテニス）

安本 高士 ・南　　善康
92

　（岡山・ＮＴN岡山）

64 仲田　雅信 ・加茂　達也
  （宮城・大河原ＳＴ協会）

御前 　明 ・林　　和人 93
　（埼玉・滑川クラブ）

65
友光　正志 ・小宮　　剛
  （山口・山口教員クラブ）

船水 敏晴 ・佐藤　和孝
94

　（青森・黒石烏城クラブ）

66
新井　雅之 ・山下　政己
　（東京・東京ガス）

成田 智計 ・大友　聡明
95

　（岐阜・大鹿印刷）

67
石村　光也 ・三浦　弘貴
　（愛媛・三島ＳＴＣ　愛知・千種クラブ）

川上 直哉 ・藤川　幸徳
96

　（広島・ＮＴＴ西日本広島）

68
饗庭　英二 ・小嶋　良彦
　（京都・ビーウエイ）

大場 寛之 ・杉山　忠尚
97

　（東京・赤門クラブ）

69
太田　　努 ・田辺　博之
　（神奈川・日鉱金属・桜倶楽部）

真鍋 正智 ・関　　吉裕
98

　（愛知・トヨタ自動車）

70 吉田　和正 ・小野寺　和幸
　（岩手・陸前高田市協会）

武藤 　勤 ・山田　晃平 99
　（茨城・水戸白友会・水戸市役所）

71
三井　康裕 ・小森　裕之
　 （東京・世田谷テニス　愛知・千種クラブ）

黒木 章宏 ・平原　幸典
100

　（宮崎・都城商業高校ＯＢ・宮崎工業高校）

72
永田　優介 ・寺田　修治
　（静岡・商友クラブ）

高橋 　礼 ・八重樫　　猛
101

　（岩手・花巻市協会）

73 中村　龍士 ・藤枝　誉司
　 （茨城・日立電線）

井上 和仁 ・佐々木　志行 102
　（神奈川・厚木市役所・東海大相模ＯＢ）

74
岩永　　淳 ・原　　侑輝
　（広島・ＮＴＴ西日本広島）

藤原 直幸 ・ 廣島　敦司
103

　（千葉・ふれあいクラブ　埼玉・川口ゴーセンクラブ）

75
東　　　司 ・樋原　拓勇
　（京都・京都市役所）

亀岡 智之 ・菅野　寿也
104

　（福島・福島テニス研究会）

76 舟瀬　宏文 ・湯浅　　稔
　（富山・ＹＫＫ・高岡ビッグウエーブ）

石渡 　祐 ・皆川　和久 105
　（茨城・茨大ＯＢクラブ）

77
小守　基弘 ・遊部　和也
　（神奈川・せせらぎクラブ）

柴田 健吾 ・正野　雄介　
106

　（徳島・阿南クラブ・フェニックス）

78
本多　宗彦 ・中野目　和也
　（福島・二本松ソフトテニス協会・須賀川サンデークラブ）

竹田 利彦 ・和気　政志
107

　（岡山・ジャパンエナジー水島・ダンディズム）

79
渡部　英治 ・阿野　寿徳
　（愛知・東邦ガス）

久慈道 祐幸 ・大道　拓也
108

　（岩手・八幡平市協会・洋野町協会）

80 谷津　恭山 ・丹治　　賢
　（東京・三鷹軟庭・杉並文化クラブ）

林 　宏彰 ・登坂　真也 109
　（群馬・東京電力）

81
PARK KYUＮＧＴＡＥ ・KIM BＹＵＮＧＤＯＯ

　(韓国・ソウル体育会）
南原 勇祐 ・高山　　勉

110
　（和歌山・教友クラブ）

82
内田　康彦 ・園田　嘉孝
　（群馬・碓氷安中クラブ・丘山産業）

伊藤 友己 ・小野　大輔
111

　（秋田・わか杉クラブ）

83 高橋　英行 ・綱渕　　登
　（北海道・札幌学院クラブ）

宇津木 　智 ・久保　祐輔 112
　（神奈川・せせらぎクラブ）

84
栗沢　貴寿 ・中野　裕一
　（岩手・ＪＲ東日本盛岡）

中野 　淳 ・橋本　紀洋
113

　（新潟・新潟トキめきクラブ・巻クラブ）

85 阿部　光則 ・門脇　　学
　（千葉・昭和ゴム）

宇崎 直生 ・水野　博仁 114
　（埼玉・川口ＩＳＣ）

86
笠井　崇史 ・武用　祐右
　（岡山・備前フレンドテニスクラブ）

吉松 秀典 ・森本　一平
115

　 (京都・軟庭喜楽会）

87
福田　晃大 ・三好　俊生
　（大阪・東大阪協会　香川・なかよしクラブ）

松本 安弘 ・安井　里吏
116

　（愛知・東邦ガス）

88
井部　功一 ・中山　　亮
　（埼玉・曙ブレーキ）

篠原 秀典 ・小林　幸司
117

　（東京・日体桜友会）

2

2

一　般　男　子　（２）

60
篠原　和隆

2
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一　般　男 子 （３）
118

中堀　成生 ・高川　経生 花田 直弥 ・川村　達郎
147

　（広島・NTT西日本広島） 　（京都・京都市役所　岡山・岡山市役所）

119 早川　大地 ・増田　拓真 杉山 英雄 ・金子　純也 148
　（福島・富岡クラブ） 　（群馬・太田クラブ・伊勢崎クラブ）2

0

1
3

0

120 田島　荘司 ・長井　佑樹
　（東京・杉並文化クラブ・ミドウクラブ

長田 雅人 ・岡本　将史 149
（富山・YKK)

121 福田　尚平 ・川口　雄三
　（愛知・トヨタ自動車）

星 　 雅哉 ・杉野  優也 150
　（千葉・昭和ゴム　大阪・アカエムクラブ）

122 隠岐　智巳千 ・武富　慶太
　（大阪・枚方信用金庫）

古賀 崇史 ・玉置　雄基 151
（岐阜・大鹿印刷）

123 塚原　達也 ・増田　和也
　（神奈川・せせらぎクラブ）

三沢 正志 ・水戸　一仁 152
　（秋田・北秋田市連盟・横手市連盟）

124 三好　優次 ・西川　欣孝
　（岩手・盛岡見前STC）

安岡 宏高 ・湯瀬　　勝 153
（東京・同志組）

125 溝上　雄一郎 ・森田　　恒
　（静岡・浜松ホトニクス）

篠辺 　保 ・鶴見　和生 154
（愛知・東邦ガス）

126 小林　淳一 ・岩﨑　貴士
　（埼玉・行田GTO）

中居 光輔 ・安田　篤志 155
（北海道・札幌学院クラブ）

127 加藤　　聡 ・野沢　　健
　（新潟・中条クラブ）

三木 英治 ・新谷　嘉將 156
（神奈川・せせらぎクラブ）

128 大谷　　英 ・菰下　雄介
　（香川・なかよしクラブ）

清水畑 貴彦 ・佐々木　伸悟 157
　（岩手・ソフトテニス研究会・宮古市協会）

129 園田　貴祥 ・毛利　伸治
　（東京・稲門クラブ　愛媛・愛風会）

川崎 保彰 ・橋本　隆文 158
（京都・京都市役所）

130 竹林　典佑 ・安藤　祐二
　（岡山・備前フレンドテニスクラブ）

伊賀 正光 ・加藤　浩亨 159
　（福島・東京電力福島・南相馬クラブ）

131 斎藤　啓祐 ・海野　　聡
　（茨城・筑大OBクラブ）

大本 昌希 ・影山　高章 160
（広島・福山クラブ）

132 西村　和幸 ・合田　清志
　（京都・京都市役所）

池田 学俊 ・名取　英則 161
（埼玉・ダンロップクラブ・上尾STC)

133 藤原　　淳 ・黒沢　　勝
　（秋田・わか杉クラブ）

松口 友也 ・望月　大輝 162
　（神奈川・厚木市役所　静岡・明電舎）

134 百田　英憲 ・清水　健太郎
　（福岡・九大クラブ）

小林 利明 ・粒来　智幸 163
　（岩手・軽米町協会・久慈市協会）

135 関野　由優 ・吉田　晃弘
　（神奈川・桜倶楽部）

末次 辰朗 ・吉國　公人 164
　（山口・周南市役所・田布施クラブ）

136 内田　　匤 ・平野　　充
　（宮城・TGクラブ　愛知・千種クラブ）

長島 祐斗 ・成田　淳二 165
（埼玉・東京電力埼玉）

137 小室　幸義 ・小野瀬  聡
　（茨城・ファイヤークラブ）

葛西 孝藤 ・玉澤　聖央 166
　（青森・弘前鷹揚クラブ・三菱製紙クラブ）

138 荒井　龍太郎 ・吉竹　良泰
　（京都・京都中央信用金庫・ビｰｳｴイ）

杉浦 直樹 ・遠山　誠也 167
（愛知・アイシン.エｲ.ダブリﾕ）

139 菅野　創世 ・佐々木　洋介
　（埼玉・川口市役所　東京・ヨネックスクラブ）

竹林 明彦 ・豊田　洋久 168
　（東京・板橋倶楽部・世田谷テニス）

140 辻井　恒義 ・新平　浩之
　（石川・野々市クラブ・兼六クラブ）

中川 俊史 ・倉本　和広 169
　（滋賀・伊香ソフトテニス協会・守山クラブ）

141 海宝　啓文 ・向井　　淳
　（群馬・沖電気・渋川クラブ）

大和田 秀昭 ・栗股　　仁 170
　（茨城・茨城大学OBクラブ・石岡ソフト）

142 長瀬　慶紀 ・三宅　伸一
　（岡山・ジャパンエナジー水島・しらかべクラブ）

菊池 俊次 ・真角　憲明 171
（岩手・岩手県庁・洋野町協会）

143 高橋　　亨 ・鈴木　　享
　（岩手・奥州市協会）

須川 浩和 ・梅山　幸治 172
（群馬・沖電気・桐生クラブ）

山田 丈生 ・市野　正規 173
（和歌山・青葉クラブ・黒潮クラブ）

144 武藤　直樹 ・佐藤　和朗
　（千葉・北優会・松戸市役所）

田中 　守 ・石山　貴士 174
（埼玉・日本信号）

145
廣瀬　達哉 ・武内　慎志
　（愛知・A&U S.T.C）

片山 淳一郎 ・奥山　浩史
175

　（岡山・ジャパンエナジー水島）

146
森田　英世 ・鈴木　良之
　（神奈川・藤沢市役所・東海大相模OB)

岩本 康太 ・山田　拓未
176

　（宮崎・スマッシュイグチ　徳島・江南クラブ）
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一　般　男 子 （4）
177

石川　哲蔵 ・池田　裕介 山崎 正樹 ・松浦　智徳
207

　（埼玉・川口市役所） 　（愛知・トヨタ自動車）

178 祐川　暁秀　 ・工藤　晃一 木村 裕介 ・長尾　久範 208
　（青森・青森銀行・バイタルネット） （神奈川・せせらぎクラブ）

179 鈴木　拓也 ・木村　恭平
　（茨城・日立電線）

金子 　敬 ・桝谷　一生 209
　（京都・ビーウｴイクラブ　大阪・枚方信用金庫）

180 北崎　英樹 ・阿部　藤彦
　（神奈川・三菱重工相模原）

根本 貴寛 ・戸村　俊平 210
（埼玉・アキムテニス）

181 鵜尾　映輔 ・猪原　奉寛
　（徳島・阿南クラブ　・大阪吹田クラブ）

土井内 陽介 ・今村　義美 211
（香川・なかよしクラブ）

182 波多野　渉 ・寺園　信也
　（岐阜・加茂クラブ）

山口 沙太 ・高橋　忠佳 212
（岩手・花巻市協会）

183 丸　健太郎 ・菅原　隆博
　（秋田・わか杉クラブ）

伊藤 考哉 ・柴田　伸和 213
（東京・東京ガス）

184 藤原　　忠 ・菅　　 雅徳
　（岡山・ジャパンエナジー水島）

ＣＨＯＩ　ＪＩＨＯＮ ・ＹＡＮＧ　ＪＩＮＨＷＡＮ
214

（韓国・ソウル体育会）

185 小野　秀和 ・鈴木　健太
　（群馬・丘山産業・日本精工）

荒木 　宏 ・中谷　俊貴 215
　（東京・若月組　兵庫・緑蔭クラブ）

186 中村　　誠 ・田中　翔太
　（京都・ビーウエイ）

加賀 侑也 ・須合　雄輝 216
　（秋田・北秋田市連盟・八峰町連盟）

187 川島　秀万 ・三浦　充晴
　（北海道・旭川Ｍ１.１クラブ）

東 　慎一郎 ・奥島　祥広 217
　（千葉　ふれあいクラブ・東京・昭和ゴム）　

188 福島　拓弥 ・後藤　俊允
　（埼玉・滑川クラブ）

茂成 正行 ・小林　俊之 218
（岡山・興亜耐火工業）

189 佐藤　芳文 ・蟇目　秀幸
　（岩手・ＪＲ東日本盛岡）

深草 博之 ・河村　浩志 219
（富山・ＹＫＫ）

190 深沢　倫史 ・花田　真志
　（東京・国立球朋クラブ・たちばなクラブ）

井伊 宏史 ・櫻井　春樹 220
（群馬・碓氷安中クラブ）

191 大石　庸介 ・竹本　　卓
　（愛知・東邦ガス）

石岡 重光 ・山下　和宏 221
（京都・京都教員クラブ・京都市役所

192 堀　   晃大 ・岩崎　　圭
　（広島・ＮＴＴ西日本広島）

高柳 友和 ・加藤　　淳 222
（埼玉・曙ブレーキ）

193 久田　　太 ・三浦　友一
　（宮城・大河原ＳＴ協会）

鈴木 康徳 ・新沼　忠尚 223
（岩手・岩手医大・大船渡市協会）

194 番井　秀敏 ・多造　弘之
　（石川・兼六クラブ）

高須 達也 ・猿山　英之 224
　（東京・谷河内倶楽部・深川テニスクラブ）

195 吉末　尚之 ・田中　完二
　（東京・世田谷テニス）

山田 航平 ・神津　善行 225
（愛知・東邦ガス）

196 根本　　晃 ・斉藤  直人
　（茨城・翼翼クラブ）

川崎 彰浩 ・荒川　卓郎 226
（茨城・日立研究所）

197 佐藤　　真 ・村上　勝浩
　（福島・二本松ソフトテニス協会）

今野 智之 ・水野　邦彦 227
　（宮城・東北福祉大クラブ・東北学院OB）

198 早瀬　友和 ・佐藤　正秀
　（愛知・松葉クラブ）

広津 　勉 ・三浦　康治 228
（大分・中工ＯＢ）

199 橋本　道和 ・吉澤　浩之
　（埼玉・松山クラブ・アキムテニス）

佐藤 　勲 ・新倉　裕二 229
（新潟・新潟トキめきクラブ）

200 守法　孝浩 ・髙井　翔宇
　（和歌山・教友クラブ・豊前庭球連盟

丸野 令貴 ・福見　聖仁 230
（奈良・郡山クラブ）

201 廣田　二郎 ・谷　　 敏弥
　（岡山・ＮＴＮ岡山）

植村 英俊 ・富永　理嗣 231
（神奈川・ピンポンパンクラブ）

202 稗苗　貴博 ・加納　浩之
　（富山・魚津市ソフトテニス協会・高岡ビッグウｴーブ）

川岡 優一 ・小林　隆三 232
（広島・東洋観光クラブ）

203 吉田　勇介 ・井上　和也
　（群馬・沖電気）

204 菊谷　一平 ・阿部　亮介
　（岩手・陸前高田市協会・ＪＲ東日本盛岡）

斉藤 祐真 ・稲辺　拓也 233
（岩手・北上市協会）

205
川崎　博和 ・梶原　政朝
　（静岡・協和発酵）

田中 秀治 ・奥村　英之
234

　（東京・豊島ＳＴＡ）

235
　（岐阜・大鹿印刷）

206
松口　良也 ・宮本　　 亨
　（神奈川・横浜創英クラブ・藤沢市役所）

森    健禎 ・村上　広昭
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