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)

２０１６清水善造メモリアルカップ男子

64 5～8 3126958 當仲　優樹 ( チームZIP )63 ｂｙｅ （ ）62 3506785 一倉　和貴 ( ミナミグリーンテニスクラブ )61 3314138 平井　詳大 (  フミヤエース市川テニスアカデミー  )60 3215017 小田切　楽 ( ESSC )59 3604760 清水　颯介 ( Fun to Tennis )58 3128068 ミラー　栄典 ( 高井戸ダイヤモンドフミヤTS )57 3506758 米野　俊亮 ( ミナミグリーンテニスクラブ )56 3215308 増田　悠人 ( あざみ野ローンテニスチーム )55 3127603  相川　和範  ( チームZIP )54 3420991 藤本　修 ( みんなのテニス )53 3506798 泉　大夢 ( 上野山テニススクール )52 3421143 佐藤　怜 ( みんなのテニス ）51 3215506 岩下　知樹 ( ESSC )50 ｂｙｅ （ )49 9～12 3314142 内堀　慶都 ( 松戸テニスクラブ )48 13～16 3420287 山田　竜也 ( 浦和パークテニスクラブ )47 ｂｙｅ （ ）46 3419563 堀尾　勇太 ( むさしの村ローンテニスクラブ )45 3215454 大野　智輝 ( Val )44 3604852 関野　世那 ( Fun to Tennis ）43 3506584 長南　友丸 ( ミナミグリーンテニスクラブ )42 ｂｙｅ （ )41 3506759 堀内　怜生 ( 高崎テニスクラブ )40 3506763 齋藤　壮太郎 ( スプレッドテニスクルー )39 3314003 クイン　ジェイ ( SOL Tennis College )38 3604797 布谷　和樹 ( CSJ )37 3127708 小松崎　悠生 ( 金町インターナショナルTA )36 3506783 栗原　佳汰 ( ルアンテニスクラブ ）35 3420953 三田　悠里 ( リトルプリンステニスクラブ )34 ｂｙｅ （ )33 3～4 3314168  山川　倖平  ( KION千葉 )32 5～8 3215083 矢野　龍雅 ( あざみ野ローンテニスチーム )31 ｂｙｅ （ ）30 3506526 阿部　成伯 ( ルアンテニスクラブ )29 3420333 小松田　龍太 ( S.I.T.A )28 3803695 峰島　陸 ( サトウGTC )27 3506784 羽柴　陽輝 ( ミナミグリーンテニスクラブ )26 3506954 根本　悠希 ( 高崎テニスクラブ )25 3803722 藤本　海智 ( サトウGTC )24 3128021 馬場　海斗 ( D-tennis. )23 3420036 小田原　涼 ( 戸田市スポーツセンター )22 3420511 齋藤　寛太 ( 与野テニスクラブ )21 3506771 湯淺　颯太 ( ルアンテニスクラブ )20 3506525 佐藤　潤一 ( ルアンテニスクラブ ）19 3128797 髙井　優有 ( ウイニングショット )18 ｂｙｅ （ )17 9～12 3604729 早田　匡成 ( CSJ )16 13～16 3313838 土田　優人 ( オールサムズテニスクラブ )15 ｂｙｅ （ ）14 3128739 ディシチェンコ　　マキシム ( 有明テニスアカデミー )13 3420974 北村　慧 ( 浦和パークテニスクラブ )12 3128266 宮本　伊織 ( 桜田倶楽部 ）11 3214839 平井　翔梧 ( 荏原SSC )10 ｂｙｅ （ )9 3214994 萩原　真生 ( IWK TENNIS MANAGEMENT　 )8 3506761 野田　遼真 ( 上野山テニススクール )7 3127795 鈴木　隼人 ( ビックKテニス )6 3803704 須藤　悠太 ( アウリンテニスクラブ )5 3127447 角田　虎太朗 ( コートピア大泉テニスクラブ )4 3803687  坪井　大輝  ( アウリンテニスクラブ ）3 3506627 澤入　春斗 ( グランドFテニスクラブ )2 ｂｙｅ （1 1 3604573 海野　優輝 ( CSJ )


