
No. 所属 No. 所属

1 酒井 大輔 サンライズ 1 中村 孝宏 フリー

2 山口 智弘 錬成会 2 西村 康敬 フリー

3 山口 広史 フリー 3 川久保 拓二 fnシングルス

4 下道 正 茨木ITC 4 渕崎 晶弘 フリー

5 樽上 健司 セレブ�テニスサークル 5 松本 尚之 fnシングルス

6 岩本 勇樹 フリー 6 田中 健介 サンキャッチャー

7 寺谷 博幸 十三良亀 7 嶋田 洵也 fnシングルス

8 河上 光次 レインボーTS彩都 8 柏原 真一 フリー

9 松村 勇輝 チームフォレスト 9 石丸 茂 フリー

10 岡田 直樹 フリー 10 馬場 雅之 TNS

11 木下 有人 フリー 11 小松 翔太 TNS

12 数藤 慎也 フリー 12 重松 一剛 Love for T

13 石木 康貴 フリー 13 高原 秀和 フリー

14 岸田 博和 チームHEROHERO

15 加藤 淳 チームHEROHERO

No. 所属 16 森下 優 チームHEROHERO

1 村野 泰啓 フリー 17 笠原 宏明 フリー

2 重松 一剛 Love for T 18 西岡 優 フリー

3 高橋 宏和 フジテック 19 高橋 明宏 フリー

4 笠原 宏明 フリー 20 笠森 実 フリー

5 高橋 明宏 フリー 21 西田 幸司 フリー

6 石川 泰啓 フリー 22 瀬野 直紀 フリー

7 山口 広史 フリー 23 竹ノ内 雄太 Nitto

8 沖 健太郎 フリー 24 渡辺 文博 Nitto

9 寺谷 博幸 十三良亀 25 三輪 和哉 Nitto

10 森川 徹也 ZOO 26 村上 大樹 柴島

11 河上 光次 レインボー彩都 27 中村 有佑 フリー

12 小柳 孝史 フリー 28 浜崎 雅也 ノア茨木

13 DAVID CHEN 茨木ITC 29 機田 祐人 フリー

14 奥村 俊直 フジテック 30 吉川 徹 フリー

15 内田 明宏 十三良亀 31 西山 浩司 レインボー彩都

16 矢野 朋宏 フリー 32 白石 浩司 しらきん

33 金子 正悟 しらきん

34 小柳 孝史 フリー

No. 所属 35 小川 孝 フリー

1 森下 優 チームHEROHERO 36 篠丸 正英 フリー

2 瀬野 直紀 フリー 37 高田 稔 サニータウン

3 石神 賢一 茨木TC 38 山野 勝和 フリー

4 堀田 憲正 茨木TC 39 大西 輝悦 フリー

5 吉川 徹 フリー 40 立石 昌大 CTC

6 水木 敏勝 フリー 41 八木 正雄 TGT

42 水木 敏勝 フリー

43 高木 真央 フリー

No. 所属 44 宮前 典史 長岡香料

1 西村 亨 サニータウンTC 45 矢野 朋宏 フリー

2 西村 眞一 茨木TC

3 岩森 和徳 茨木TC

4 下道 正 茨木ITC

5 高田 稔 サニータウン

6 駒水 謙二 茨木TC

選手名

【�55歳�男子�】

選手名

【�60歳�男子�】

選手名

【�45歳�男子�】
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