
A 氏　　名 1 2 3 勝率 差 順位

濵田　英明 東京 練馬ソフトテニス

花園　安紀 東京 杉並文化クラブ

児嶌　龍次 愛知 菊石クラブ

杉本　仁美 愛知 豊田クラブ

林田　千明 山口 下関白球会

林田　賢次 山口 下関白球会

B 氏　　名 4 5 6 勝率 差 順位

片峯　俊和 福岡 ＴＯＴＯ

前田　ひとみ 熊本 アタッククラブ

絹川　健一 兵庫 今津クラブ

渡邊　由佳子 大阪 ＲＩＳＥ

倉橋　邦男 広島 楽くらぶ

増田　智美 広島 五日市クラブ

C 氏　　名 7 8 9 勝率 差 順位

山下　由香 高知 土佐レディース

東　洋助 高知 波多クラブ

久田　和彦 京都 衣笠クラブ

岸田　慶子 京都 嵯峨クラブ

大本　偉久 愛知 西尾ソフトテニス協会

近藤　恵美 愛知 けやきクラブ

D 氏　　名 10 11 12 勝率 差 順位

中村　早智 大阪 大阪ＯＢ軟庭会

正岡　徹也 広島 広島クラブ

安藤　美幸 香川 坦石クラブ

籠野　浩史 愛知 葵クラブ

吉門　卓史 神奈川 横浜市役所

石田　祐子 神奈川 東陵クラブ

E 氏　　名 13 14 15 勝率 差 順位

山田　里美 秋田 暁鐘クラブ

山田　尚人 秋田 暁鐘クラブ

鳥飼　直樹 鳥取 倉吉打吹ソフトテニスクラブ

原口　陽子 鳥取 らいすばーど

中川　泰子 高知 あけぼのクラブ

細谷　宏明 高知 あけぼのクラブ

F 氏　　名 16 17 18 19 勝率 差 順位

木下　春義 大分 中津工業ＯＢクラブ

中牟田　千恵 福岡 福大クラブ

簀河原　新 愛知 トヨタ車体

加藤　典子 愛知 岡崎バード

前田　真弓 広島 福山どんがめクラブ

桑田　宜範 広島 テニ吉クラブ

広岡　真美 兵庫 吉川クラブ

飯尾　和之 愛媛 新居浜市ソフトテニス連盟
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G 氏　　名 20 21 22 23 勝率 差 順位

加藤　敏治 愛知 （株）デンソー

松嶋　晴美 愛知 豊田クラブ

小河　悟 福岡 福岡クラブ

大穂　裕子 福岡 福岡クラブ

河盛　由香利 広島 廿日市クラブ

海口　真 広島 広島中央クラブ

八木澤　望 茨城 日立はくあ

八木澤　香里 茨城 日立はまゆう

H 氏　　名 24 25 26 勝率 差 順位

蒲原　直大 福岡 ＮＥＸＵＳクラブ

中森　美鈴 広島 呉クリンクラブ

小島　将一 高知 小津クラブ

枝常　聡子 高知 土佐レディース

大野　倫子 愛知 岡崎バード

尾形　有規 大阪 高槻ソフトテニスクラブ

I 氏　　名 27 28 29 勝率 差 順位

稲盛　裕 兵庫 尼崎市立尼崎高校ＯＢクラブ

鎌田　敬子 愛媛 今治ソフトテニス連盟

須原　常忠 愛知 名古屋アカエムクラブ

須原　千恵 愛知 すみれクラブ

瀬古沢　栄 千葉 船橋クラブ

瀬古沢　万里 千葉 船橋クラブ

J 氏　　名 30 31 32 勝率 差 順位

山田　美鈴 岡山 玉島STC

藤井　忠彦 愛知 知立ソフトテニス連盟

小西　奈津代 京都 城陽テニスクラブ

中川　務 京都 城陽テニスクラブ

坂本　光雄 愛媛 フジカンパニーズ

丹下　智子 愛媛 今治ソフトテニス連盟

K 氏　　名 33 34 35 勝率 差 順位

宮庄　洋江 広島 広島クラブ

瀬尾　敏博 高知 波多クラブ

小林　めぐみ 神奈川 川崎レディーステニスクラブ

植木　克典 神奈川 横浜市役所

山田　和夫 大分 佐賀関どんぐり会

櫻木　直子 福岡 綾小路クラブ

L 氏　　名 36 37 38 勝率 差 順位

東　純子 兵庫 今津クラブ

福元　史泰 兵庫 加古川クラブ

今井　亨 徳島 那賀川Ｆｏｒｔｙ

櫻井　佳子 愛知 豊田クラブ

青木　猛 鳥取 湊山クラブ

濵澤　佳誉 鳥取 ストーン・ウィング
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