
背景色の説明
種目 選手 種目 選手 種目 選手 種目 選手
MD30 宮下 英之 WD30 伊藤 いづみ MS30 加藤 一音 XD30 小野 正善 全日本シニアベスト１６による有資格者
MD30 板垣 孝 WD30 細井 涼子 MS30 藤野 善樹 XD30 中島 香
MD30 鈴木 利之 WD30 柿本 麻里 MS30 福士 賢 XD30 篠岡 伸明 県シニア選手権優勝による有資格者
MD30 菊地 慎一郎 WD30 光岡 由佳 MS30 根立 和貴 XD30 池田 絢香
MD30 小野 正善 WD35 鈴木 泉子 MS30 山中 浩紀 XD30 内田 真太 シニア予選ダブルスによる権利獲得者
MD30 田宮 聡史 WD35 鴇田 江利香 MS35 中村 浩平 XD30 藤沼 満美子
MD35 北島 紳雄 WD35 船山 純子 MS35 清川 孝史 XD35 佐々木 篤史
MD35 中山 朗 WD35 佐々木 尚子 MS35 小林 良二 XD35 上枝 奈央子 混合複通過者の重複権利獲得者の関係で
MD35 八木橋 洋 WD40 吉田 清美 MS35 藺藤 孝一 XD35 三好 章 出場枠に余裕ができたため次の選手を
MD35 佐々木 卓 WD40 鵜川 由衣 MS35 片桐 宏 XD35 渡辺 悦子 追加決定しました。
MD40 広瀬 貴之 WD40 小川 恵子 MS40 瀬戸 健一 XD40 六反 政和 ・６５歳以上の種目の参加者
MD40 鈴木 幸則 WD40 福田 弘子 MS40 田村 慎一郎 XD40 松川 京子 　（初回戦敗退者を除く）
MD40 田代 明浩 WD40 植森 理恵 MS40 加藤 博 XD40 岡崎 和弘 ・シングルスで参加者の多かったMS40、WS50
MD40 栗田 義照 WD40 小林 恵美 MS40 岩佐 伸一 XD40 小泉 ユミ 　（各1名）
MD40 鈴木 誠 WD45 大川内 京子 MS45 大木 弘久 XD40 飛石 康二
MD40 六反 政和 WD45 中村 玲子 MS45 古内 浩二 XD40 五十嵐 義子
MD45 菊池 浩一 WD45 三枝 千草 MS45 村山 悟 XD45 小宮 直人
MD45 国枝 英樹 WD45 田中 広子 MS50 松田 寿 XD45 斉藤 日出子
MD45 田中 宏明 WD45 夏目 恵子 MS50 久保田 隆 XD45 平本 靖司
MD45 大附 博之 WD45 倉内 佳代子 MS50 尾崎 裕一 XD45 福島 芳美
MD45 西山 治朗 WD45 島田 直美 MS55 小山 晃 XD50 根本 道夫
MD45 鎌倉 保之 WD45 筒井 由香 MS55 渡邉 謙一郎 XD50 幾田 ひとみ
MD50 森 康之 WD50 赤羽 幸子 MS60 高橋 保則 XD50 須山 清
MD50 只木 篤信 WD50 鍛治 典子 MS65 木村 都優司 XD50 丸井 はるみ
MD50 柄本 孝 WD50 野村 和代 MS65 浅見 勇 XD50 青柳 彰
MD50 根本 道夫 WD50 田中 早苗 MS70 梅田 泰三 XD50 柴田 和子
MD50 中本 繁一 WD50 菅谷 美香 MS70 高取 亨 XD55 都築 昭司
MD50 大須賀 弘行 WD50 町田 佳枝 MS70 石川 巌 XD55 杉森 泰子
MD55 松尾 淳一 WD55 鈴木 節子 WS30 松下 佳代子 XD60 山本 茂
MD55 緑川 勝彦 WD55 成清 弘子 WS35 池亀 志帆 XD60 繁原 逸美
MD55 若林 博史 WD55 葛西 睦 WS40 和泉 麻里子 XD65 宮崎 茂樹
MD55 楢木 真司 WD55 依田 礼理 WS45 内田 直美 XD65 宇野 早苗
MD60 境野 伸也 WD60 田代 千知子 WS50 臼井 美晴
MD60 辻 英雄 WD60 知念 小夜子 WS50 菅野 光江
MD60 庄子 淳一 WD65 福永 典子 WS55 後藤 恭子
MD60 齋藤 髙夫 WD65 伊藤 多江 WS60 嶌田 京子
MD65 間宮 吉樹
MD65 伊藤 晴光
MD70 権守 正秀
MD70 谷 武司

【男子ダブルス】 【女子ダブルス】 【男女シングルス】 【混合ダブルス】

【予選会による権利獲得者】


