
  

男子一般

三好拓郎 (IOB) 山下良史 (箕田塾)

佐野一幸 (IOB) 古川貴浩 (箕田塾)

中川倫久 (鈴鹿市役所硬式テニス部) 76 63 竹下和宏 (サタモニ)

坂崎大晃 (箕田塾) (2) 小泊聡史 (サタモニ)

林恭史 (ＤＲＥＡＭ) W.O. 62 寺本光希 (三重GTC)

木谷亮太 (DREAM) 60 近藤真弘 (IOB)

川添康文 (サタモニ) 60 今村優希 (キートス)

吉田明 (サタモニ) 永戸博基 (キートス)

下井寛之 (BROS.) 60 63 小野晋 (BROS.)

鯉沼宏輝 (BROS.) 保条昴輝 (BROS.)

森川勝文 (鈴鹿庭球塾) 64 62 森口佳祐 (鈴鹿高専)

貞光泰名 (鈴鹿庭球塾) 63 62 田中稜人 (鈴鹿高専)

一見泰志 (CLAPS) 橋本大 (越後屋)

井上昌紀 (CLAPS) 60 新岡宏一 (ＣＬＡＰＳ)

坂林稔之 (キートス) 76 田畑康博 (キートス)

服部慎也 (キートス) (2) 62 佐野翔也 (キートス)

野村宗司 (BROS.) 63 上口翔悟 (BROS.)

森下裕斗 (BROS.) 矢部寛延 (BROS.)

前田堅太郎 (CLAPS) 64 60 川俣勇太 (鈴鹿庭球塾)

前田慶次 (鈴鹿ジュニアチーム) 62 竹内和也 (鈴鹿庭球塾)

西林悠飛 (IOB) 75 山野一樹 (テニスラウンジ鈴鹿)

森下修惟 (IOB) 大塚光稀 (庭球塾)

森口佳祐 (鈴鹿高専)

3位決定戦 田中稜人 (鈴鹿高専)

林恭史 (ＤＲＥＡＭ) 森川勝文 (鈴鹿庭球塾)

木谷亮太 (DREAM) 貞光泰名 (鈴鹿庭球塾)

川俣勇太 (鈴鹿庭球塾) 61 川俣勇太 (鈴鹿庭球塾)

竹内和也 (鈴鹿庭球塾) 竹内和也 (鈴鹿庭球塾)

有吉尚美 (IOB)

成田栞菜 (ロングウッド鈴鹿)

打田眞弓 (ロランインドア)

森松千恵 (ロランインドア)
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女子一般

村山栄里子 (みさとテニスクラブ) 森下結有 (三重GTC)

加藤朋子 (みさとテニスクラブ)
60 中山結菜 (四日市TA)

林友紀 (テニスラウンジ鈴鹿) 大橋まゆみ (GOGOクラブ)

横山祐子 (ロングウッド鈴鹿) 奥原美代子 (GOGOクラブ)

打田眞弓 (ロランインドア)
61 61 63 太田凜 (四日市TA)

森松千恵 (ロランインドア) 松本愛海 (ロングウッド)

61 有吉尚美 (IOB)

成田栞菜 (ロングウッド鈴鹿)
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男子OV45

森川勝文 (鈴鹿庭球塾) 川合智幸 (磯津DTT)

貞光泰名 (鈴鹿庭球塾) 61 大西洋満 (磯津DTT)

橋本大 (越後屋) 61 酒徳理陽 (鈴鹿庭球塾)

新岡宏一 (ＣＬＡＰＳ) 62 黒木裕史 (ITO  TC)

小林光治 (鈴鹿庭球塾) 61 横山豊 (キートス)

山本雅一 (鈴鹿庭球塾) 60 三浦正信 (キートス)

伊藤充輝 (IOB) 61 豊田和巳 (鈴鹿庭球塾)

山下良史 (箕田塾) 林智洋 (鈴鹿庭球塾)

森川勝文 (鈴鹿庭球塾)

貞光泰名 (鈴鹿庭球塾)

豊田和巳 (鈴鹿庭球塾)

林智洋 (鈴鹿庭球塾)

新村美智子 (みさとテニスクラブ)

天野伸子 (みさとテニスクラブ)

村山栄里子 (みさとテニスクラブ)

加藤朋子 (みさとテニスクラブ)

勝田成仁 (鈴鹿市役所硬式テニス部)

岡田旬史 (鈴鹿市役所硬式テニス部)

準優勝 7
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女子OV45

新村美智子 (みさとテニスクラブ) 大橋まゆみ (GOGOクラブ)

天野伸子 (みさとテニスクラブ)
63 奥原美代子 (GOGOクラブ)

服田くるみ (鈴鹿庭球塾) 62 村山栄里子 (みさとテニスクラブ)

酒井直美 (鈴鹿庭球塾)
62 63 加藤朋子 (みさとテニスクラブ)

早川尚美 (キートス) 中尾和代 (キートス)

今西光 (テニスラウンジ)
61 62 朝熊久美子 (キートス)

岡田博子 (キートス) 奥野恵理子 (キートス)

山中晃子 (キートス)
62 間崎幸世 (キートス)

中野千奈津 (GOGOクラブ)
60 佐々木真千子 (みさとテニスクラブ)

横山由美 (GOGOクラブ) 吉田純子 (みさとテニスクラブ)

75 市川直子 (みさとテニスクラブ)

二本松礼子 (キートス)
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男子OV55

森有人 (GOGOクラブ) 落合芳樹 (ホンダ鈴鹿)

原宏道 (GOGOクラブ) 今野辰二郎 (ホンダ鈴鹿)

長谷川克純 (みさとテニスクラブ) 64 勝田成仁 (鈴鹿市役所硬式テニス部)

野呂雅也 (みさとテニスクラブ)
62 62 岡田旬史 (鈴鹿市役所硬式テニス部)

池田晶一 (GOGOクラブ)

横山寛之 (GOGOクラブ)
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