
【継続】

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. 選手16.

ユニチカ岡崎 石灰 司郎 木原 幸弘 大西 道昌 大竹 昭一 下尾 信義 山根 多利男 伊藤 錠二 石井 仁 鈴木 智久 深瀬 晴夫

arTC 野田 和輝 伊藤 浩平 竹下 佳史 野田 明伯 安居 哲也 今城 卓 萩原 雄介 田下 広和 村中 誠 岸尾 慎吾 松原 文典 川下 湧司 深谷 桂一郎

∞フリーダム∞ 建石 泰臣 宮城 貴大 小田 紳介 藪下 祐輔 加藤 琢磨 鍋谷 勇介 菅原 卓也 山田 英敬 小境 稔 濱谷 隆文 山原 大 奥田 良太

ロビンズA 山本 修一 上平 常久 堀尾 実 青山 俊示 寺野 直樹 渡辺 良徳 白崎 巌 井上 健一 山下 耕四郎 加原 啓次 中川 雅司

Team Warm Up 山下 裕矢 宮 裕 井筒 雅之 池上 徹 伊藤 信清 中村 拓也 小西 岳志 服部 勉 中村 素史 林 竜弘

コバリテニスパーク 完山 ひろみ 杉田 篤子 金内 早苗 福島 由子 三浦 玲子 深井 恵子 野村 真弓 坂本 めぐみ 田中 文子 村田 美春 恒遠 侑子

サンシャイン 中根 千亜紀 神崎 美香代 下川 美代子 高木 菜友里 祖父江 純子 手島 美穂 石川 知子 吉野 佑美 角 きよ子 岩瀬 千秋 其田 智子 平原 順子

シュガーズ 阿部 由美子 杉野 洋子 鈴木 律子 田村 千代子 藤田 典子 松岡 朋子 矢岸 淳子 渡辺 幸子

カラフルガールズ 籠谷 敬子 鈴木 まゆみ 谷口 麻子 森 和江 吉井 典子 伊藤 紀子 浅田 徳子 大橋 靖子 川内 美代子 岩井 郁子 手嶋 明美

ff(ﾌｵﾙﾃｨｼﾓ) 松本 早苗 西井 ひろ美 成田 有里子 小島 里奈 西山 緑 永井 美佐子 三浦 佐記子 白山 昌子

ミスボンバー 柴田 東八 関 純一朗 白川 英樹 山本 智士 菖蒲 利明 野田 美樹 渡辺 幸子 木村 文江 青山 恵子 吉見 裕子 坂東 恵理

ジーク55 今井 佐知子 今泉 陽子 加藤 敬子 小林 久子 沼山 悦子 小松 理絵 林 緑子 安本 高子

リラックmama 小山 富士子 神谷 洋子 榛葉 由紀子 長谷川 淳子 小久井 一美 田中 明美 江口 律子 坂本 めぐみ 郷 真由美

ロビンズＢ 廣瀬 英明 竹内 元哉 藤本 丈史 佐橋 雄一 鈴木 匠 吉村 伸治 井出 悠壱 白石 佳央 伴 篤典 北田 和寛 石井 裕之

ホワイトココア 冨田 千穂美 吉中 美和 前田 洋子 草野 千穂 近藤 朋子 片岡 雅美 江坂 直美 山田 貴子

ロビンズα 廣瀬 英明 山本 修一 井上 健一 吉村 伸治 石井 裕之 加原 啓次 伴 篤典 大野 雄樹 湯浅 光洋

MARS(C) 浅井 敦子 内藤 麻由美 加賀 美貴子 稲田 正子 山本 優子 殿柿 直美 佐藤 泰子 岩尾 浩子 長沼 恵久子 加藤 ゆかり

碧 加藤 ゆかり 河村 美智代 大橋 貴子 水野 里香

ファイヤーズ 杉山 秀樹 梅村 幸充 浦川 弘明 谷脇 忠光 宮村 直子 谷脇 かおり 丸山 貴美 高井 典子

下山テニスクラブ 澤野 由夫 諸岡 裕一 佐藤 嘉祐 大西 勝 加藤 千雄 斉藤 靖則 竹本 省三 小林 邦利 石倉 英雄 花井 浩司

あっかんべ 森本 常二 後藤 一博 下ノ本 詞之 千種 崇 宮川 敏雄 外山 敏 杉山 秀樹 岡本 康一 奥村 和平 原田 浩史 山本 功一

なないろ 井上 めぐみ 白井 典子 中村 礼子 伴 靖子 川瀬 千恵子 佐藤 扶美 奥野 尚

ファーストステップ 栗本 文勝 朝岡 洋 権田 朋子 平山 文子 桑山 勝広 米山 巧 前島 昌代 大久保 美紀 小久井 正博 小久井 一美 礒貝 ひろみ

イノアック　RR 後藤 一博 堀 寿和 千種 崇 川本 二千翔 小野田 新司 町谷 亮太 糟谷 友通 大川 優弥 袴田 尚樹 秋山 清和 渡辺 健生 外山 敏

Win-Win ♪ 石塚 千鳥 神村 みはる 作石 節 島本 加代 志水 綾子 杉山 瞳 高橋 利恵 伴 浩子 松永 明子 三芳 京子

笑リー　(エミリー) 寺田 ひとみ 上原 英美 木村 恭子 吉井 典子 吉川 雅子 小林 秀子 阿部 陽子 杉浦 淳子

リトルミー 松山 恵美 磯村 千沙子 玉樹 美香 墨 美里 竹田 綾子 山本 千佳 梶原 美沙

FRI 安井 栄子 浦西 純子 原 しのぶ 岡田 明美 石川 真理子 木村 文江 横前 久恵 寺田 由希子 永田 恵子 永田 由美 小松 有希

キャロット 近藤 容子 小山 トキ子 清水 いずみ 北島 啓子 杉山 千津子 市岡 照子 椎葉 彰子 鈴木 喜代美

Improve 山本 常忠 若木 浩行 杉田 博史 瀬尾 達也 木科 智久 太田 陽介 大谷 英之 河本 正弘 山下 祐司 林 一成 宮治 守近 蓑輪 領一 坪井 誠 竹中 勇人 鈴木 則靖 佐藤 隆治

Improve 下村 拓也 吉田 慎太郎 浮洲 孝雄

40-LOVE 中山 英里 伊藤 弓子 堀出 尚子 小川 由香子 金村 浩美 鈴木 雅和 齋竹 由美 多田 智三 水野 美紀 伊藤 奈穂 成瀬 裕子

Cappuccino 後藤 裕紀子 石川 泉 小宮 ちかげ 森 まゆみ 宮下 孝子 山中 千恵子 近田 礼生 杉山 りつ子 野瀬 恵

出たとこ勝負 三井 ナミエ 城 知子 寺下 愛 小澤 貴子 安藤 真美 柴田 真歩 内山 清子 大橋 美幸 加藤 一実 鈴村 央衣 田中 麗子

パステルカラー 榎谷 恵理子 水野 理恵子 吉田 光子 中川 美恵 小麦崎 さくら 藤田 智恵美 山田 英理子 長谷川 紘美 橋本 奈美 西田 里奈 日野 眞名美

Cherry Bang Bang ウイニック 圭子 長沼 恵久子 加藤 基美子 島本 加代 榊原 多香子 西田 里奈 伊藤 英代 山本 美和子 中畑 律子 渡邉 ゆか

上郷TC 大石 正仁 志岐 翼 久野 武治 下谷 繁敏 板倉 治彦 岡崎 郁雄 吉田 勝雄 稲葉 隆治 村上 浩一郎 戸田 誠司 堀江 明生 薮田 明伸 村瀬 幸男 服部 良信 白石 則義 野村 圭

上郷TC45 岡崎 郁雄 吉田 勝雄 稲葉 隆治 村上 浩一郎 薮田 明伸 野村 圭

上郷TC55 大石 正仁 久野 武治 下谷 繁敏 板倉 治彦 戸田 誠司 村瀬 幸男 白石 則義

シャイニーローズ 内藤 佳子 久保 美穂 藏藤 千里 土谷 真由美 久留美 久美子 松村 真由美 小林 起美代 薗田 絹子

エクレア 大澤 容子 飯塚 雅子 伊藤 規子 斉藤 恵子 佐々部 智子 佐藤 信子 鈴木 ゆかり 柳 里香 吉村 恵

あっかんべ 鈴木 雅博 飯塚 雅子 小伊豆 恭子 伊東 美苗 糟谷 浪子 糟谷 友通 神谷 久美子 堀 寿和 斉藤 透 岡本 康一 加藤 直美 森野 淳子 稲垣 貴俊

ドヤえもん 加藤 佳奈子 文田 秀子 稲垣 千絵子 小松 有希 村山 由美子 高井 典子 仙崎 史枝 石川 真理子 寺田 由希子 永田 由美

40ーLOVE 伊藤 弓子 古市 みゆき 中山 英里 多田 智三 伊藤 奈穂 水野 美紀 金村 浩美 井村 順子 鈴木 雅和

ベイマックchu♡ 加藤 佳奈子 寺田 由希子 山下 英倫子 小松 有希 伊東 美苗 永田 由美
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セブンハーツ 小寺 朋子 石垣 たかよ 高塚 美津恵 小倉 喜代美 河合 佳子 安田 永里子 堀之内 智子

ECO 三谷 雅美 栗木 理恵 三好 典子 安田 美由紀 今泉 陽子 田代 幸代 織田 圭子 下川 美代子 鈴木 智香子 其田 智子

半分ちょーだい 小寺 朋子 高塚 美津恵 河村 直子 萬代 由美子 大脇 千登世 大脇 敬治 萬代 康人 高塚 敏夫 小寺 信也 河村 基伸

MIXナッツ 伊東 陽人 成原 正人 車谷 賢司 今泉 潤吾 松田 裕成 久田 陽祐 渡辺 敦史 文田 秀子 加藤 佳奈子 仙崎 史枝 成原 律子 坂江 京子 川合 綾子

フラット 真野 優子 嵩 範子 阿部 悦子 小倉 綾子 浅野 裕子 伊藤 恵美 翠 恵子 山本 和栄

さるさる 大久保 孝子 水谷 真奈美 牧口 好美 槇原 清子 横前 久恵 平田 佳代

さるさるプラス 水谷 真奈美 大久保 孝子 牧口 好美 槇原 清子 礒貝 ひろみ 近藤 美子 松村 恵美子 山﨑 多恵子 高橋 初美

さるさる 大久保 孝子 水谷 真奈美 牧口 好美 金剛 かおり 稲垣 綾乃 小野 壽 馬場 安之 金剛 一也 金剛 健太

ROWDY 矢代 雅美 大久保 孝子 岡田 忍 是永 美穂 水谷 真奈美 平田 佳代 山下 英倫子 三田 淳子 鈴木 英江 栗山 知子

POF AB 杉浦 美由紀 関 智恵美 鈴木 敦子 田中 明美 小久井 一美 長谷川 淳子 藤木 真理 畑野 美穂子

ヘッドマスターズ 宮原 宏海 松尾 千秋 田中 哲也 佐々木 正巳 井手 英治 米山 敦 青山 伸広 松澤 直樹 近藤 光夫 菖蒲 利明 紅谷 良弘 土井 久幸 飯見 康巨

ウィルグリーン 荒川 慶 谷口 早苗 岩田 英子 佐藤 智子 安藤 美奈 山﨑 有加 梅田 文子 西澤 美奈子 榊原 美佳

テニス村 大谷 拓也 銭沢 智也 勝野 颯太 木村 元翔 鈴木 翔太 稲熊 元紀 古田 大揮 竹内 翔太 茅野 宗輝 酒井 達也 小山 和輝 山手 翔輝 山本 敬士

テニス村 後藤 真美 後藤 瑛里 岡田 千晶 小林 ひとみ 山舗 資子 柴口 清佳 平松 かおり 倉知 尚代 水野 杏奈 櫻井 洋子

ボケの華 田口 典子 水野 理恵子 吉田 光子 岡崎 由希子 河村 明代 福井 敬子 楠本 佳子

テニス村Ｂ 高木 淳子 福岡 初枝 松原 由布子 小笠原 まり子 鈴木 淳子 山岡 久美子 堀田 美子 加藤 みゆき 仲野 淑子

テニス村 加藤 ゆかり 須崎 尚美 岡田 千晶 山舗 資子 倉知 尚代 後藤 真美 高木 淳子 浅田 徳子

チアフルダックス 後藤 竜彦 八木 一朗 大石 悟 高塚 敏夫 村瀬 洋一 大脇 敬治 萬代 康人 三岡 幸司 平松 篤 菅藤 元 新谷 佳紀

POF 小出 恵子 地引 英里 杉浦 美由紀 鈴木 敦子 安藤 昌代 増田 みね子 杉崎 孝子 関 智恵美

POF-55 小出 武治 河合 大洋 小島 幸文 高月 勝広 山西 傑 松嶋 和宏 吉田 晴秀 小出 恵子 地引 英里 佐田 由理子

Team-F・S 瀧 祐作 樫 孝英 清水 俊博 佐伯 健一 須賀 隆司 戸谷 薫 大野 慎也 今井 隆雪 柴口 智 村上 英幸

Mフレンズ 柘植 琴絵 村瀬 晴美 加藤 美幸 右松 浩子 中島 千鶴 長谷川 美樹 森 和江 菅澤 富士子

Bagel bagel 水戸 惟史 鈴木 達也 河村 弘道 浦志 勇介 今井 健一朗 窪田 翔二 山代 真太朗 多久田 記孝 渡辺 拓弥

岡崎げんき 上田 智子 朝倉 由希子 片山 悟 岡田 高志 高鍬 幸代 福間 康之 猪飼 克尚 加藤 雅崇 奥山 敬之 福田 眞理子 木島 美由紀 梅本 稔 牧 幹人 町谷 亮太

Funny 足立 知春 伊藤 由美 緒方 千代 木村 恭子 近藤 恵子 司馬 宇多子 杉浦 淳子 寺田 ひとみ 山口 智歌 吉川 雅子

Hello-Win 山中 政彦 中川 英樹 石黒 聡 藤尾 聡士 金田 哲広 伊藤 智 水谷 隆之 細野 洋

レインボー 新実 喜代美 筒井 尚子 小林 明美 渡辺 周子 石灰 三枝子 横井 郁子 花井 千波

梅坪・浄水SC 加藤 喜代美 土田 実希 高橋 信子 三井 靖子 大野 崇代 藤嶋 佐恵子 大垣 洋子 筋誡 乃理子 栄永 律子

梅坪浄水スポーツクラブ55 後藤 明朗 角田 稔 田上 隆三 長田 元秀 三岡 良次 丸喜 浩 中田 邦弘 大野 和茂 菊地 克之

ＦＵＪＩテニスクラブ 土谷 祐介 飯阪 淳 石田 宣道 眞山 博 加藤 正樹 髙橋 正義 竹本 貴俊 西田 賢志郎 荒谷 勝巳 藤田 陽司 澤田 利幸 野口 茂樹 伊奈 宏 足立 和繁 淀川 聡

ＦＵＪＩテニスクラブ 土谷 祐介 飯阪 淳 石田 宣道 眞山 博 加藤 正樹 髙橋 正義 竹本 貴俊 荒谷 勝巳 藤田 陽司 澤田 利幸 野口 茂樹 足立 和繁 淀川 聡

ビクトリーマインドダッシュ 井口 俊則 宮本 司 高橋 識成 牧 亮子 槇原 清子 近藤 美子 梶原 美沙 黒瀬 沙子 袴田 尚樹 鈴木 由則 山田 惇貴 樫村 亜希 横前 久恵

エースをいただけ！ 加藤 みゆき 野田 理恵子 山岡 さと子 仲野 淑子 伊藤 朋子 深谷 理菜 小笠原 まり子 小林 ひとみ 杉山 瞳

We can!! 梶川 龍美 及川 綾子 田中 文子 渡瀬 洋子 藤木 真理 福島 由子 深井 恵子 犬飼 陽子

シニア万歳 鈴木 淳子 田辺 初子 木部 文恵 川口 雅子 村瀬 芳江 田島 町子

サンダーバニー 田坂 裕子 石川 靖子 西村 夕起子 鈴木 陽子 中島 けい子 稲葉 洋子 瀬戸 千鶴 大井川 美鈴 松下 好世 古市 みゆき

サンダーバニー 田坂 裕子 石川 靖子 西村 夕起子 鈴木 陽子 中島 けい子 稲葉 洋子 瀬戸 千鶴 大井川 美鈴 松下 好世

イエローバルーン 今井 結子 小伊豆 恭子 仙崎 史枝 冨田 千穂美 林 美鈴 渡辺 順子

Fore☆Star 鈴木 雅博 佐々木 健司 坂東 和彦 河合 秀明 林 拓希 福岡 佑典 加藤 英紀 神谷 好昭 須藤 健成 五十嵐 昌夫 石川 貴浩

ハニービーンズ 伊藤 加奈 森山 亜由子 難波 記子 浜島 美由紀 二俣 典子 戸谷 祥子 鷲野 綾香 山本 美穂 小笠原 千代子 高井 祥子

Jelly Beans 久郷 ひとみ 斉藤 寿世 三浦 佐記子 安田 美由紀 栗木 理恵 三好 典子 川本 真佐美 都築 康実 社本 千枝

keypoint 松瀬 喜久雄 松田 勝 加藤 伊佐夫 矢北 繁人 山本 敏史 石川 善正 佐野 貴紀 竹内 雅宏 榎屋 利一

POF(A) 小出 恵子 近藤 珠美 新美 美奈子 野間 量子 舟橋 愛美 山本 弥輝 地引 英里 日比 恵都子 太田 ひろみ 新実 真由美 青山 恵子

キューブ 荻野 広美 藤田 典子 東海林 祐子 阿部 由美子 宇根 千晴 伊藤 朋子 深谷 理菜 榊原 さおり 松堂 佐和子

アイシン 宮代 龍 川上 晃司 藪 巧光 重松 拓弥 高木 明良 川上 竜司 宋 燁韜 松尾 魁人 田中 裕一郎
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【継続】

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. 選手16.

SKT 田中 政昭 加藤 直潔 桑原 正仁 塚尾 彰 神谷 美樹 日比 恵都子 泊 沙知 桑原 諒子 塚尾 佳倫

ハッピーレイン 佐藤 朋子 秋山 敦子 乾 富美代 今井 祐美 梅澤 尚子 小西 千寿 岡崎 由希子 酒井 祐子 若杉 奈美 奥野 陽子 原 彩子 上山 きよみ 菅 弥生

TTS 中川 智貴 中根 隆 牧村 英俊 村上 聡哉 近藤 雅樹 松嶋 英樹 下岡 哲也 砂塚 亮 井上 一也 今枝 正継 藤原 佑起 平野 慎一郎 中村 康佑 伊坂 脩

POF 山本 博之 長岡 明夫 西尾 匡弘 隅田 克伸 小島 幸文 安田 博文 中野 健司 藤本 浩二 高橋 直哉 北條 俊明 吉田 晴秀 内田 公昭 小阿瀬 丈典

ななつ星 東海林 祐子 榊原 さおり 鈴木 淳子 松堂 佐和子 堀出 尚子 松原 由布子 吉冨 康子 坂井田 やよい

アールグレイ 足立 正子 金田 千恵 橋本 富美子 宮川 洋子 菖蒲 久美子 田口 浩子 柴田 かおる 吉田 知巳

ネコとみかん 二宮 憲一 白根 友美 中谷 英一 横井 康伸 加納 佳枝 白根 正輝 原田 隆晴 荒木 敦生 杉山 駿介 新谷 千秋 池田 静佳 土井 久幸 飯見 康巨 奈良 久美子

レグルス庭球倶楽部C 内藤 博史 小田上 裕一 井川 隆規 市川 昂 谷口 勝成 岩瀬 誠 福井 浩史 加藤 繁男 近藤 明法 武藤 桂太 花井 浩司 吉田 尚史 白川 翔吾

MARS(B) 柘植 直子 横浜 みどり 千葉 仁美 柴田 早月 加藤 真里 鹿嶌 綾子 大橋 貴子 黒瀬 沙子 越前 明美

イエローサブマリン 山本 晋也 田中 耕太郎 山田 毅 松浦 馨 山田 信親 芹生 充 植田 英雄 山口 慎也

Scratch 大塚 将史 宮城 洋平 加藤 光 後藤 斉 加藤 瑛二 加藤 怜 佐藤 久義 小川 雅人 飯田 裕介 伊藤 健太郎

レグルス庭球倶楽部A 伊藤 佳 三好 勝宏 久野 瑞樹 田代 啓 沼賀 元喜 森山 嘉一郎 荒川 広明 石川 聖之 山本 圭吾 山田 淳司 寺田 周平 佐竹 真吾 鎌倉 弘貴

シュナイダーテニスクラブ 岡田 俊朗 鳥羽瀬 一英 菅原 利昭 野口 謙治 古橋 直久 齋竹 美秀 上野 昌彦 齋竹 由美

シュナイダーテニスクラブ 齋竹 美秀 齋竹 由美 岡田 俊朗 鳥羽瀬 一英 菅原 利昭 野口 謙治 八野 義哉 古橋 直久 上野 昌彦 齋竹 榛菜 齋竹 薫 築山 晶子 浅井 美香 大西 勝

美♡すけっと 櫻井 洋子 酒井 典子 村岡 俊栄 藤家 桂 水野 昌子 渡辺 真澄 堀田 美子 田村 弘美

硬庭ぺんぎん 平岩 純一 富田 洋平 水越 悠輔 宮田 一樹 鈴木 隆之 岩本 亮 後藤 彰太 福澤 拓馬 朝井 良太 寒河江 一将 西口 康治 小島 圭策

のんたんズ 黄原 文子 西坂 幹江 日下 明子 井本 由美 横井 郁子 田中 さつき 河東 里美

MARS(A) 澤栁 まり子 野口 由紀子 千田 志賀 鈴木 聡美 浅野 美恵 鈴木 ゆみを 立野 和子 清水 友理 三谷 雅美 今泉 陽子

DIVAS 林 貴子 杉浦 佳子 浅井 洋未 小栗 由美子 黒川 栄子 榊原 多香子 杉崎 孝子 西坂 幹江 渡部 亜津佐 和田 美帆

ジュエリーBOX 梅本 久恵 山崎 陽子 黒川 栄子 田中 洋子 松下 和美 五十川 雅子 福島 克美

レグルス庭球倶楽部Ｄ 尾瀬 徳洋 浅井 隆弘 西村 達也 木村 昌樹 高田 宜典 小島 利章 吉田 貴博 伊藤 克徳 長田 康平 田中 基之 西村 幸将 羽田 至孝 中村 昭仁 林 祐基

三菱自動車　名古屋 安徳 博樹 今井 一智 加藤 利治 岩川 博之 堀場 昇次 榊原 俊次 吉川 芳孝 稲森 嘉哉 井本 敬介 松尾 信宏 前田 崇雅 水野 正寛 浅野 翔

JORDAN T.C. 川﨑 広志 吉田 秀幸 五十嵐 政人 筒井 良 北原 健司 浅井 佑介 田中 亮英 島 健治 鷲尾 純 渡辺 啓仁 出口 年一 五十嵐 洋人 川坂 光希 成田 健人

スポルトT・A 冨岡 波江 桑原 諒子 山本 愛 塚尾 佳倫 岩田 伸枝 伊藤 里恵 吉見 裕子 綾部 美千代 澤田 あゆみ 稲垣 綾乃 向 一美

わんぱく45 墨 美里 澤栁 まり子 立野 和子 竹田 綾子 河口 明子 小麦崎 さくら 寺本 恵子

フレッシュ 藤本 千佳 阿部 知子 久保田 佳果 髙井 ちづる 稲本 左苗 嬉野 秀子 田中 孝子

POF(C) 久保 美穂 安田 永里子 山口 寿美 小倉 喜代美 横井 香 河合 佳子 竹ノ内 由佳里 坂東 恵理 藤原 千恵子

グリーンアイス 有馬 さやか 杉浦 淳子 星野 裕子 浅田 百合子 金剛 かおり 伊東 美苗 山本 友美 小林 泉美

Reborn! 手嶋 明美 菅 貴美子 菅 弥生 田中 麗子 福浦 友紀子 村松 ゆかる 川内 美代子 上山 きよみ

はちとうぶん 瀧沢 真理 藤原 千明 吉田 美香 河野 弥紀 伊藤 紀子 安藤 美帆子 石橋 有美 棚橋 小百合 西尾 直子 小松原 香織

フレーマーズ 澤田 剛志 浅原 欣也 栃久保 保平 山村 竜久 鷲澤 朋也 鷲澤 尚一 小池 一嘉

シャイニーローズ 藏藤 千里 土谷 真由美 久留美 久美子 松村 真由美 小林 起美代 内藤 佳子 金丸 さとみ 泉田 勝子

チームライン 真瀬 真由美 沢登 真紀子 谷岡 啓子 福嶋 朋子 中野 美幸 河合 美穂 鏡味 香緒里 野川 玲子 宮崎 江里子

NGTCオールブラックス 河合 利江 大坪 理恵 出原 育代 西岡 正子 北川 恵美子 荻野 広美 加藤 まゆみ 伊与田 栄

WILD JOKER 小林 清成 小林 功弥 酒井 勝久 仲田 賢治 中村 恒 長谷川 優 淡野 学 森 翔二郎 伊藤 葵 草薙 雄大 上田 恭平 伊藤 敦史 林 英市 白山 敬祐 吉岡 健 井上 勇高

WILD JOKER 永井 寛之 赤毛 太郎 加藤 俊介

CAT’S 磯 美由紀 山形 里美 中村 珠代 小出 麻里絵 川崎 彰子 風巻 貴子 渡辺 浩美 鈴木 花江 梅村 奈美子 小境 陽子

WILD JOKER 小林 清成 上田 恭平 白山 敬祐 吉岡 健 井上 勇高 上田 萌 安井 彩華 後藤 理恵 八木 桃由 竹田 晶子 伊藤 紗希

ニデック 柴田 準也 市川 哲正 秋山 真範 四方 潤一郎 髙田 重和 川際 智聖 栃久保 裕司郎 津村 高範

ブランダーズ１５ 折戸 保夫 磯松 武 安田 稔 松井 正幸 藤本 昌利 加藤 哲朗 安藤 欽司 大西 浩嗣 柴田 勝 折戸 克子

アールグレイ 足立 正子 金田 千恵 菖蒲 久美子 田口 浩子 橋本 富美子 三井 ナミエ 宮川 洋子 吉田 知巳

WILD JOKER 森 結衣 上田 萌 安井 彩華 後藤 理恵 八木 桃由 坂江 京子 竹田 晶子 平原 順子 梅田 万里子 伊藤 紗希 齋藤 薫

Happiness♡ 安藤 美帆子 石橋 有美 五十川 雅子 日下 明子 杉原 美紀 茶谷 美香子 深谷 幹子 福島 克美 山崎 陽子 西尾 直子

チームスプラッシュ 牧 幹人 田口 博之 中垣 和也 三谷 英治 近藤 忍 溝 講司 神谷 友規 前川 寛明 鈴木 誠 青井 芳裕

チ―ム小春 大西 真由美 飯塚 清子 西崎 美砂子 古山 桃子 長谷川 康江 井上 美代子 中島 僚子 都築 康実
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【継続】

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. 選手16.

西尾LTC 杉山 洋平 野口 魁 山田 智広 都築 修平 都築 慎二 江坂 啓 手塚 類 杉浦 史剛 熊谷 柊人 大橋 諒太郎 川田 俊太郎

GLORY★7 浅井 敦子 稲田 正子 臼井 まさえ 柘植 直子 内藤 麻由美 成清 小百合 横浜 みどり

４０－ＬＯＶＥ 伊藤 剣 榊原 正嗣 山森 直樹 山口 英司 上田 佑 白木 信康 小山 拓海 木村 友彦 鈴木 博 松原 健一 梅村 尚樹 山田 雄二 浅田 悠太 安藤 元旗 小山 真一朗 岩瀬 義和

４０－ＬＯＶＥ 武村 盛博 本田 一博 宮坂 洋一 桜井 雄平

４０－ＬＯＶＥ 伊藤 剣 榊原 正嗣 山森 直樹 山口 英司 白木 信康 木村 友彦 鈴木 博 松原 健一 梅村 尚樹 山田 雄二 小山 真一朗 岩瀬 義和 上柿 高夫 本田 一博 宮坂 洋一 伊藤 博康

４０－ＬＯＶＥ 後藤 竜彦 富山 訓子 伊藤 奈穂 内山 清子 人見 貴子 大橋 美幸 三井 ナミエ 立野 和子

４０－ＬＯＶＥ 伊藤 剣 山森 直樹 上田 佑 白木 信康 小山 拓海 木村 友彦 松原 健一 梅村 尚樹 浅田 悠太 小山 真一朗 武村 盛博 上柿 高夫 伊藤 博康 桜井 雄平 岩本 亮 後藤 竜彦

４０－ＬＯＶＥ 富山 訓子 伊藤 奈穂 内山 清子 人見 貴子 安藤 真美 大橋 美幸 三井 ナミエ 立野 和子 清水 友理

モッツレラ 木村 文江 横前 久恵 岡田 明美 手島 美穂 祖父江 純子 青木 晴美 大橋 靖子

ニデックバルーン 山田 毅 柴田 準也 岡田 一貴 上ノ町 沙紀 菊池 勇斗 川村 侑己 青木 美喜子 内田 葉月 酒井 映里奈

フィクシアス 渡辺 孝治 岩下 亮太 神谷 幸洋 近藤 一弥 後藤 由充 小川 祐樹 伊藤 宏明 八百山 浩幸 足立 秀禎 森川 繁

つくしんぼ 上村 和美 平松 時子 神藤 幸子 伊原 祐子 神谷 美樹 小渡 ちなみ

トヨタ自動車本社 長野 拓士 川村 裕和 山下 修司 小松 徹 土橋 慧亮 桂川 健司 渕脇 和也 船引 誠馬 小林 均 中村 謙一 川口 峻征 政岡 壮太 大池 開平 坂本 貴紀 武藤 康史 山崎 行彦

トヨタ自動車本社 中廣 正章 酒井 来征 新田 航生 泊 裕介

アンドロメダ 吉次 孝子 伊藤 由美子 大亀 志津子 中村 珠代 野口 美枝子 恒遠 侑子

move mix 永坂 光明 長谷 史朗 大西 浩嗣 折戸 保夫 柴田 勝 竹尾 学 鶴田 久美子 飯塚 清子 酒井 はるみ 藤原 千恵子 小倉 喜代美 大西 真由美 西崎 美砂子

move 男子 長谷 史朗 竹尾 学 柴田 勝 折戸 保夫 大西 浩嗣 永坂 光明

Happily 河村 美智代 水野 里香 二宮 久美子 安田 峻治 水野 翔一朗 二宮 英輔

RAIN 児玉 瞬 畑 亮介 鈴木 裕也 関戸 清二 岩本 圭史 平野 響亮 山本 貴統 日尾野 裕 佐久間 康幸

POF・45 隅田 克伸 高橋 直哉 山本 博之 西尾 匡弘 安田 博文 中野 健司 藤本 浩二 北條 俊明 長岡 明夫 小阿瀬 丈典 池浦 修 石田 正義

エスポワール 浦西 純子 小林 絹子 酒井 はるみ 土屋 浩子 横地 友子 新実 喜代美 須藤 妙子

オルフェウス 石川 英紀 河田 則彦 山本 政巳 岡村 豊 龍谿 翔 白井 明広 前田 明良 石川 裕貴 望月 赳志 市原 佳瑞樹 南條 裕二 上野 弘記 大橋 了輔 嶽本 邦彦 渡部 貴昭 森本 健

ブランダレディ 西崎 美砂子 飯塚 清子 長谷川 康江 古山 桃子 折戸 克子 岩本 太香子 中島 僚子 大西 真由美 井上 美代子

あっかんべぇ 神谷 久美子 中馬 美由紀 丸山 貴美 道脇 佐保子 高井 典子 井上 恭子 永井 益代

オルフェウス 石川 知子 吉野 佑美 福井 早紀 龍谿 万基子 下川 美代子 石川 裕貴 大橋 了輔 森本 健 渡部 貴昭 望月 赳志 龍谿 翔 白井 明広 嶽本 邦彦 石川 英紀 前田 明良 市原 佳瑞樹

神☆マスターズ 佐々木 正巳 松木平 恵美 本多 光晴 安藤 美奈 加藤 淳子 大野 慎也 近藤 光夫 冨岡 波江 犬飼 陽子 井上 一也 西澤 美奈子 富田 賢二 藤田 都花沙

GOTT 西川 和江 水野 純子 松尾 和子 大石 直子 渡辺 美雪 高須 千春

GOTT 西川 和江 伊藤 彰記 安立 和正 水野 純子 森崎 大輔 松尾 和子 伊藤 良樹 高須 千春 石川 英樹 宮坂 洋一

ポパイ 金子 公子 小林 久美子 近藤 澄江 中野 和子 福来 扶佐子 瀬木 伸子 朝倉 淳 吉野 美弥

ハードねっこーず 加藤 好和 荒川 淳一 山本 茂樹 宮口 信行 薮田 陽一 小澤 真弓 細井 正孝

センチュリーTC 上妻 義幸 小田 一政 向山 修平 川上 英樹 石川 雅敏 渥美 竜太 森 雄司 倉橋 伸郎 大橋 弘正

センチュリー55 上妻 義幸 石川 雅敏 大橋 弘正 小田 一政 山田 耕治 河島 紳輔 小野田 哲久 森 雄司 倉橋 宏明

スパシオEAST 松村 晃一 成瀬 栄 出口 年一 松井 克貴 高島 育子 村山 由美子 松村 美帆 横地 友子

チームG&A 和田 葉子 樫村 亜希 種谷 季三江 加藤 万由弓 大野 聖代 石田 春美 和田 ひとみ 和田 菜都美

チームG&A 和田 葉子 樫村 亜希 種谷 季三江 加藤 万由弓 石田 春美 和田 ひとみ 後藤 利恵 鈴木 聡美

チェリー 高瀬 裕子 高橋 和恵 平 幸子 宮川 純子 足立 由美子 佐々木 清江 本多 稲子 神谷 正代 緒方 美佳 村山 丸美

アンジェ 高瀬 裕子 高橋 和恵 宮川 純子 佐々木 清江 足立 由美子 村山 丸美 国枝 千鶴子 神谷 正代 緒方 美佳

コートジェスターズ 大村 和恵 福岡 直子 喜多 静枝 片山 もと子 宮代 カレン 飯塚 雅子 吉田 郁子

ジーク 長瀬 百合衣 疋田 由衣 原田 有華 倉田 真理子 大野 理恵 加藤 紗希 石垣 有紀 黒田 佳奈 長瀬　亜美 林　彩子

REIチームE 吉田 道雄 廣田 東 永冶 健太朗 小川 哲弥 宮本 敦史 横江 正幸 岩成 洋平 田口 大海 成原 正人

ATC(S) 鬼頭 芳明 荒川 俊文 中村 悟士 大田 一成 柴田 修平 小林 俊裕 平碆 進 辻田 俊 安坂 駿佑 宇佐見 啓 松森 弘之 馬場 良介

TSC 水谷 由紀子 青木 美香 古橋 美重 杉浦 志織 片山 実和 藤木 美波 前田 由紀 大間 悦子 松尾 文恵 原 真紀子 新谷 千秋

煮豆 吉田 拓海 花井 亘希 津田 遼 寺澤 宏介 丹羽 康太 林 雄貴 水谷 暁斗 上田 燈 高安 陸
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【継続】

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. 選手16.

CDT 長谷川 賢悟 成瀬 剛史 勝野 二徹 内山 道之 森田 賢史 片山 諒 福田 泰樹 近藤 慶二郎

トヨタ自動車名古屋 西田 誠 中川 孝二 篠原 達也 松井 新 磯村 拓哉 大矢 晃輔 前田 卓司 伊藤 博康 神谷 修 小泉 公彦 国定 正人

チームハート 後藤 賢治 吉田 正樹 宇野 吉夫 伊藤 真也 鹿沼 祐介 宇野 琢斗 泊 一将 大平 裕晃

Super Angel 小西 千寿 田平 信子 千田 志賀 日野 真名美 藤田 智恵美 酒井 祐子 若杉 奈美 奥野 陽子 山田 英理子

フワフワ.スフレ♪ 佐藤 つや子 名畑 裕子 河合 真千子 川口 恵子 松川 佳与子 山下 正恵 今吉 祥子

豊田高専男子 横田 大 中島 怜大 竹谷 駿佑 田所 陽太 糠塚 直輝 堀川 勇作 松永 聖生 山内 想生 吉田 蓮太郎

フレンズ 吉村 直子 尾内 直子 滝元 典子 道脇 佐保子 鈴木 明美 中永 佐紀子 鶴見 慶子 西迫 朋子 水野 三重子 日馬 恵美 鈴木 初重 石江 ひとみ 中村 伸子

S&R テニスサークル 井上 聡 近藤 林太郎 岩月 瞭 栗原 悠 内田 次郎 金井 裕一 山本 雄斗 金城 大 夏目 優太

supersonics 中村 俊貴 寺下 愛 鈴木 まゆみ 山本 敬士 加藤 真里 梶野 哲史 近藤 秀昭

Smash Potato 鵜飼 和樹 日浦 直樹 松本 優 新里 映太 竹田 勝彦 坂神 将斗 小阿瀬 丈典 加納 隆史

サンエイテニスクラブ 永田 敏行 武田 蒼汰郎 鈴木 正 古橋 卓真 佐藤 正雄 皆浦 純一 加藤 明宏 金田 進吾 岡戸 成吾 小安 俊秀 中村 大器 萩原 隆彰 金札 拓郎 深谷 悠二

Team36 浅井 康尋 藤井 直也 細野 久 服部 知一 浅野 元紀 安藤 泰経 塩屋 雄一 大橋 真二 水谷 裕紀 中西 大貴 池田 智亮 児玉 涼介 池田 孝生 加藤 伸夫 山田 紘輝 宇野 充洋

KCH 中野 洋祐 筒井 大詩 中村 智 鈴木 邦嘉 斉藤 公人 眞野 浩志 亀井 優寛 古小路 憲則 澤田 泰行 渡部 聡 内村 浩光 浅井 大輝 市川 哲也 白木 健太 則竹 翔太 木下 和希
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