
■ 男子シングルス　Ａ級　　1/2

1 平林　諒 （エストＴＣ）

2 bye

3 相原　進 （ＡＣＥ　ＴＣ）

4 伊丹　武 （東京ｴﾚｸﾄﾛﾝＴＣ）

5 bye

6 水野　亮 （県庁ＴＣ）

7 飯田　克敏 （ＲＯＴＩ)

8 bye

9 森田　悟 （ファナック）

10 渡邉　瞬 （ヤマト科学）

11 bye

12 三好　亮 （ＩＳＨＩＩ.Ｔ.Ａ)

13 矢笠　貴裕 （エストＴＣ）

14 bye

15 小山田信吾 （Ｙ’S　ＴＣ）

16 佐藤　貴成 （東京ｴﾚｸﾄﾛﾝＴＣ）

17 吉田　健 （ＡＣＥ　ＴＣ）

18 萱沼　敬之 （エストＴＣ）

19 白石　謙介 （山梨大医学部）

20 bye

21 雨宮　啓一 （山一超)

22 鎌田　健義 （県庁ＴＣ）

23 bye

24 井上　駿之介 （ＩＳＨＩＩ.Ｔ.Ａ)



■ 男子シングルス　Ａ級　　2/2

25 三森　義崇 （山梨大医学部）

26 bye

27 赤井　孝弘 （エストＴＣ）

28 長澤　辰徳 （中央市ﾃﾆｽ協会）

29 bye

30 高野　武仁 （青葉ｲﾝﾄﾞｱTS）

31 木村　栄希 （ＲＯＴＩ)

32 若尾　和英 （東京ｴﾚｸﾄﾛﾝＴＣ）

33 望月　陽 （エストＴＣ）

34 名執　俊二 （　名　執　）

35 bye

36 石原　宏昭 （中央市ﾃﾆｽ協会）

37 Rainfred 
Romero

（山梨学院大学）

38 bye

39 樋口　雄一 （エストＴＣ）

40 石原　新大 （ＡＣＥ　ＴＣ）

41 bye

42 若尾　俊宏 （日立アステモ）

43 望田　哲司 （山梨大医学部）

44 石山　建一 （エストＴＣ）

45 山田　一希 （東京ｴﾚｸﾄﾛﾝＴＣ）

46 小池　美彦 （ヤマト科学）

47 bye

48 戸澤　克也 （　戸　澤　）



■ 男子シングルス　Ｂ級　　1/2

1 小後貫　恭輔 (エスト　ＴＣ)

2 bye

3 吉留　佑典 (ＩＳＨＩＩ.Ｔ.Ａ)

4 外川　史彦 (　あいＴＣ　）

5 新家　賢亮 (Ｙ’S　ＴＣ）

6 一戸　秀太 (　一戸　）

7 bye

8 笠原　晴雄 (　笠原　）

9 石毛　秀和 (ＩＳＨＩＩ.Ｔ.Ａ)

10 bye

11 郡司　和昭 (ＩＳＨＩＩ.Ｔ.Ａ)

12 大坪　拓史 (東京エレクトロン）

13 辻田　雄二郎 (ＡＣＥ　ＴＣ)

14 手繰　周平 (ＩＳＨＩＩ.Ｔ.Ａ)

15 bye

16 今村　莉久 (ＩＳＨＩＩ.Ｔ.Ａ)

17 廣瀬　暁人 (　廣瀬　）

18 bye

19 長久保　孝明 (エスト　ＴＣ)

20 川名　博之 (ＩＳＨＩＩ.Ｔ.Ａ)

21 坂本　祐二 (Ｙ’S　ＴＣ）

22 望月　己稔 (ＩＳＨＩＩ.Ｔ.Ａ)

23 bye

24 林　善永 (県庁ＴＣ)

25 今村　英樹 (ＩＳＨＩＩ.Ｔ.Ａ)

26 bye

27 小林　紘也 (山梨学院大学）

28 飯塚　大臣 (ヤマト科学）

29 下平　利夫 (エスト　ＴＣ)

30 高梨　侑磨 (山梨学院大学）

31 bye

32 村松　由基 (中央市テニス協会）



■ 男子シングルス　Ｂ級　　2/2

33 池村　辰之介 (山梨大医学部）

34 bye

35 木田　楽 (　木田　）

36 藤原　大貴 (エスト　ＴＣ)

37 小口　亮平 (ＩＳＨＩＩ.Ｔ.Ａ)

38 清水　維楓 (エスト　ＴＣ)

39 bye

40 武川　大輔 (ＡＣＥ　ＴＣ)

41 増井　英梧 (山梨学院大学）

42 bye

43 若尾　皆人 (エスト　ＴＣ)

44 加藤　寿成 (ＩＳＨＩＩ.Ｔ.Ａ)

45 安田　哲郎 (ＩＳＨＩＩ.Ｔ.Ａ)

46 金原　廉 (RIZE　ＴＳ)

47 bye

48 佐野　哲 (エスト　ＴＣ)

49 一木　宏道 (ＩＳＨＩＩ.Ｔ.Ａ)

50 bye

51 久保田　誠 (ＡＣＥ　ＴＣ)

52 土橋　一真 (山梨大医学部）

53 高柳　健作 (ＩＳＨＩＩ.Ｔ.Ａ)

54 遠藤　信幸 (エスト　ＴＣ)

55 福島　雅広 (ＹＳＫｅ-ｃｏｍ）

56 坂本　拓斗 (Ｙ’S　ＴＣ）

57 金丸　隼也 (山梨学院大学）

58 bye

59 荒川　竜次 (ＩＳＨＩＩ.Ｔ.Ａ)

60 藤原　拓海 (エスト　ＴＣ)

61 キョウ　カイグン (東京エレクトロン）

62 和久田　直人 (ＩＳＨＩＩ.Ｔ.Ａ)

63 bye

64 尾澤　直人 (エスト　ＴＣ)



■ 男子シングルス　ＣＤＥ級

1 加藤　浩介 (ＡＣＥ ＴＣ）

2 矢崎　太登 (エスト　ＴＣ)

3 青野　泰士 (ＩＳＨＩＩ.Ｔ.Ａ)

4 梅田　うるは (エスト　ＴＣ)

5 佐野　俊之 (ＩＳＨＩＩ.Ｔ.Ａ)

6 矢ケ崎　碧音 (エスト　ＴＣ)

7 有野　颯真 (山梨大医学部）

8 佐々木　柊人 (エスト　ＴＣ)

9 木住野　祐斗 (エスト　ＴＣ)

10 山田　凌史郎 (ＲＩＳＥ　ＴＳ）

11 若尾　英麿 (エスト　ＴＣ)

12 笹本　奏汰 (ＩＳＨＩＩ.Ｔ.Ａ)

13 池谷　逞斗 (エスト　ＴＣ)

14 井上　倖生 (ＩＳＨＩＩ.Ｔ.Ａ)

15 米山　大翔 (エスト　ＴＣ)

16 根本　東 (エスト　ＴＣ)


