
山本 大介 (横浜市役所）

橋元 勇祐 (四十雀BC）

山下 和樹
(ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗ
ﾌﾞｳｴｽﾄ）

遠藤 翔也 (横浜市役所）

瀧澤 直斗
(FLYING
PENGUINS）

今 淳平
(社会人土曜
ｸﾗﾌﾞ）

丸山 航輝 (KSBC）

前田 智裕 (横浜市役所）

男子シングルス

吉澤 慎哉 (KSBC）

富田 信一 (東芝）
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小泉佑介 (まっしぐら）

三觜 和広
(ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗ
ﾌﾞﾌﾗｲﾄ）

小口昌悟 (神奈川県庁）

加藤 渓一 (横浜ｼﾞｭﾆｱ）

小野塚 博暁 (三菱ｹﾐｶﾙ）

原田 一樹 (ﾌﾘｰ）

久世 健人
(湘南ﾌﾗｲﾝｸﾞ
ｼｬﾄﾗｰｽﾞ）

石関 太一 (横浜市役所）

三島 優 (ｳｴﾝﾌﾞﾚｰ）

大泉 翔平 (若草）

上原一也 (鶴羽会）

吉田 浩紀 (SMASHCLUB）

井上浩幸 (family）

谷合 正行
(湘南ﾌﾗｲﾝｸﾞ
ｼｬﾄﾗｰｽﾞ）

奥山 祐輝
(FLYING

PENGUINS）

小林 学 (ﾊﾟｰｼﾓﾝ）

坂本 達哉 (東芝）

佐山 真人 (THE BEST）

千野 佑也 (一般）

森 英一 (RICOH）

加藤 文教
(三菱重工
相模原）

大久保 典史 (NEBELHORN）

一瀬 雄太 (いすゞ自動車）

島村 瞬
(Hiratsuka
Washington）

鈴木 智大 (ｷﾔﾉﾝ）

根岸 健直 (四十雀BC）

山田 新 (KSBC）

藤村 智也 (阪本塾）

内田 佳助 (富岡ｸﾗﾌﾞ）

島 洸一 (KOMATSU）

永嶋 一博 (ｳｨﾝｻﾞｰ）

杉山 修世 (若草）

寺田 駿 (SMASHCLUB）

須田 裕夢 (東芝）

森屋 友喬 (SMASHCLUB）

荻 康平 (ｷﾔﾉﾝ）
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伊藤 輝 (SMASHCLUB）

片倉 諒一 (FLYING PENGUINS）

瀧澤 駿 (SMASHCLUB）

臼井 彬
(Hiratsuka
Washington）

具志堅 興祐 (SMASHCLUB）

矢野 宗太郎 (KOMATSU）



ｸﾗｲﾔｰ篠塚一帆 (ぎんなん会）

小澤 梓 中塚 美穂 (OH!NEW）

川原 あず沙 窪田 朋秀

齋藤 皓一 森田 美帆

岡部 純季 西村 有貴 (ﾌﾘｭｰｹﾞﾙ）

瀧本 翔平 小久保 陽香 (千夜会TRICKSTARS）

一井 舞理 西崎 真史 (mitsuzawa.BC）

笹谷 章太 中村 友文美 (ｵｰﾙﾄﾞﾗｯｸ）

大木 愛 生井 佑介

笹島 基弘 (YANG YANG） 高橋 春菜

鈴木 宏枝 (ﾜｲｽﾞ） 横山 雅樹

小宮 慎吾 (川夜会TRICKSTARS） 高橋 良子

小澤 亜紀乃 (LUCKY） 大野 露

後藤 亜怜士 岡本 歩実

水野 薫子 佐藤 康人 (Reason）

内山 洋輔 (磯子ｸﾗﾌﾞ） 堀江 希実 (ｶﾞｲｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ）

山谷 未来子 (SHaKE） 岸 裕一 (YANG YANG）

堀部 雅弘 岸 瑞花 (THE BEST）

堀部 友梨子 竹内優也

中村絵梨香

混合ダブル
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(まっしぐら） 10

(ﾌｧﾐﾘｰ）

4 (SMASHCLUB）

(洋光台ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ） 9

(PIERO）

3 (EAST）

8

(四十雀BC）

女子シングルス

鈴木 真衣 (mitsuzawa.BC）

山脇 萌子 (PIERO）

1

高野 静香 (横浜市役所）

河野 恵実 (緑ｸﾗﾌﾞ）

深澤麻由美 (ﾒｰｸｨﾝ）

天野 歌織 (横浜市役所）

(LUCKY） 6

2 (ｷﾔﾉﾝ）

中谷 友美 (Seagulls）

脇山 真央 (横浜市役所）

米山 愛海 (はねの会）

佐藤 美緒 (THE BEST）

濱田 真衣 (ﾌﾘｭｰｹﾞﾙ）

福田 史歩子 (OGBP）

(大野会）

1

(ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞﾌﾗｲﾄ） 7

4

5

6

2

3




