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番号
チーム名 選手1 選手2 選手3 選手4 選手5 選手6 選手7 選手8 選手9 選手10 選手11 選手12 選手13 選手14 選手15

2020/07/10 7 UGチャレンジ 牧内 裕治 滝口 智之 澤 聖健 長澤 伸治 其田 智子 石倉 洋子 太田 敦子 浦 直子        

2020/07/10 8 Keep on smiling 稲垣 貴俊 松田 裕成 加藤 俊介 森野 淳子 岡田 直子 水野 純子 西川 和江         

2020/07/10 9 ファーストステップ 栗本 文勝 朝岡 洋 荒瀬 幸代 権田 朋子 桑山 勝広 前島 昌代 富永 有里         

2020/07/11 10 半分リタイア 小寺 朋子 小寺 信也 高塚 敏夫 高塚 美津惠 萬代 康人 萬代 由美子          

2020/07/11 11 私が浅井だ&#8252; 浅井 さつき 井波 琴美 大西 裕子 小松 真佐子 内匠 正治 瀧 恵一朗 水谷 毅士 真野 裕志        

2020/07/11 12 成嶋亮チーム 成瀬 剛史 岩下 亮太 嶋崎 文彦 磯松 武 渡辺 順子 熊田 紗織 井上 美代子 卜部 益江        

2020/07/12 13 ネオこんたんと愉快な仲間達 近藤 秀昭 入山 和也 宇佐美 道生 寺下 愛 高須 聡美 日高 純子          

2020/07/12 14 CHICKEN of CHICKEN 山内 小百合 近藤 珠美 角 行年 近藤 博司 平谷 則夫 中村 健司 中根 勇一 角 きよ子 下川 美代子 岩井 郁子 高木 菜友里 井戸 清正    

2020/07/12 15 ロング 河村 康之 奥村 慎二 岩成 洋平 吉川 耕平 小川 由香子 伊藤 奈穂 天野 さやか 吉川 智春        

2020/07/12 16 紅一点 西澤 美奈子 井上 一也 犬飼 陽子 大野 慎也 藤田 都花沙 林 杜春          

2020/07/12 17 栗なしマロンズ 杉浦 純 上村 幸弘 渡辺 敦史 川合 綾子 酒井 理恵 村田 和子          

2020/07/12 18 夢栗☆Mukkuri 山本 勲 伊藤 正雄 宮治 誠 水野 和久 山本 啓子 葛岡 静 藪上 あづさ 林 さやか        

2020/07/12 19 チーム笑笑 村山 由美子 出口 年一 村山 宏久 近藤 光夫 田口 理恵 永田 恵子          

2020/07/12 20 白くま 長谷部 弘之 鈴木 康友 岡戸 成吾 西口 真由美 岡田 忍 小伊豆 恭子          

2020/07/13 21 another-sky A 藪亀 高宏 川原 奈緒美 西島 芳則 奈良 久美子 杉山 駿介 池田 静佳          

2020/07/13 22 美フレンズ 富田 賢二 二宮 英輔 大島 美香 大脇 敬治 大脇 ちとせ 松井 友佳子          

2020/07/13 23 ニコニコ 仙崎 史枝 齋藤 透 加藤 真里 梶野 哲史 粕谷 浪子 粕谷 友通 冨田 千穂美 冨田 正幸        

2020/07/14 24 黒魔谷と愉快な腹黒たち 車谷 賢司 安立 和正 石垣 可睦 近藤 高史 塚本 卓美 水野 通利 井口 康子 文田 秀子 加藤 佳奈子 栗田 ゆき枝      

2020/07/14 25 チーム・スプラッシュ 畔柳 信行 河上 美佐子 榊原 守 河上 誠司 美根 淳子 小西 利江子 山本 勝 榛葉 由紀子        

2020/07/14 26 朝日丘テニスクラブ 宮原 宏海 山田 雅樹 山田 和弘 佐野 健太 幾永 みどり 栗木 理恵 加藤 喜代美 羽根田 たい        

2020/07/14 27 ＲＲＴＣ 渥美 誠 山﨑 勝 種村 和久 天白 清 高橋 初美 山﨑 多恵子 藤岡 奈緒美 岸本 明子        

2020/07/15 28 きらきらオクラ星 山﨑 有加 岩本 廣明 岩本 圭史 佐久間 康幸 柴口 智 渕脇 和也 富岡 波江 柴口 清佳 後藤 萌花 岩本 太香子 山﨑 剛     

2020/07/15 29 チームきぬか 太田 衣香 今井 由香 岩月 菜穂子 神谷 久美子 小澤 愛 吉田 秀幸 北原 健司 中島 洋一 岡本 康一       

2020/07/15 30 ミスボンバー 柴田 東八 菖蒲 利明 関 純一朗 白川 英樹 山本 智士 野田 美樹 渡辺 幸子 青山 恵子 木村 文江 吉見 裕子      

2020/07/16 31 another-sky Z 大岩 智子 松本 晃範 松波 愛理 大野 宏海 新谷 千秋 野村 拓也          

2020/07/16 32 地味練大好き 金剛 かおり 奥田 晴計 金剛 一也 山田 惇貴 菱川 航 金剛 健太 内田 真貴 阪本 由紀子 矢代 雅美 田代 美映      

2020/07/17 33 ミニオンズ 松井 啓仁 山本 功一 柴田 善生 後藤 一博 中馬 美由紀 林 久代 平山 文子 林 玉巳        

2020/07/17 34 WILD　JOKER 梅田 万里子 吉田 萌 奥村 麻美 水野 直美 和崎 省吾 池田 博紀 上田 恭平 山口 大祐 佐藤 光裕       

2020/07/18 35 チーム笑笑 村山 由美子 村山 宏久 近藤 光夫 田口 理恵 永田 恵子 出口 年一          

2020/07/18 36 神☆マスターズ 佐々木 正巳 田中 哲也 勝野 二徹 田村 光晴 本多 光晴 松木平 恵美 田中 佳枝 安藤 美奈 加藤 淳子       

2020/07/19 37 ヴィレッジヒルズ 村岡 甚治 杉野 正幸 太田 信一 駒水 里美 山中 千恵美 橋本 和奈          

2020/07/19 38 マイス 二村 久至 中村 俊貴 浅岡 真規子 中瀬 由貴子 齋藤 薫 大参 陽崇          

2020/07/19 39 門田組 立野 和子 門田 英男 日尾野 裕 安藤 元旗 松山 恵美 三井 ナミエ          

2020/07/19 40 センチュリーW 上妻 義幸 船越 兼通 倉橋 伸郎 北川 智晴 安井 一 船越 香代子 倉橋 悦子 松谷 なおみ 北川 美紀 高橋 寛子      

2020/07/19 41 move special 田中 すい子 飯塚 清子 小倉 喜代美 西崎 美砂子 広田 重義 竹尾 学 永坂 光明 折戸 保夫 大西 浩嗣       

2020/07/19 42 美女とゾウさんがええ鴨～ん 深見 浩史 田森 雄治 武本 康藏 足立 繁和 礒貝 ひろみ 戸田 佳子 中谷 由香子         

2020/07/19 43 ＹＹメドレー 大川 優弥 松井 克貴 田嶋 大輝 猿樂 禎孝 青井 陽子 後藤 有美 森 依久美 坂本 祥子        

2020/07/19 44 岡崎げんき 猪飼 克尚 上田 智子 岡田 高志 高鍬 幸代 片山 悟 山下 やよい 福田 眞理子 木島 美由紀 梅本 稔 丸山 貴美 牧 幹人     

2020/07/19 45 リバーストーン 石川 知子 石川 英紀 大橋 了輔 石川 裕貴 近藤 真美 吉野 佑美          

更新日時 2020/7/20 13:37


