
【新規】

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.

ペーパームーン 高橋 千恵 中村 利彦 木村 由布子 早川 恭子 吉本 克也 杉浦 智康

Will★Fun 丹羽 未有希 小崎 三枝子 中村 麻由 下村 富士美 吉冨 康子 金光 康子 立花 布差子 高橋 知花

令五 安宅 博徳 嶋田 博士 伊藤 慎吾 石川 達也 天野 元貴 神谷 隆規 神谷 伸久 山岸 拓馬 山田 浩三 村井 清隆 片岡 芳彦 大橋 佑司 脇坂 忠史 加藤 諒 池田 卓人

ナイストライ 長谷川 洋子 柘植 志津子 鈴木 晶子 加藤 みつこ 牧野 恵子 高木 澄子 岸 由佳理 乾 あゆみ 落合 理恵 花木 久美

フレンズ 梅宮 孝博 加藤 新 杉浦 博幸 今井 教雄 安部 憲一 神谷 勝広 山口 淳一 今井 啓太 深津 三和夫 黒田 宣英 簗瀬 将

行け！稲中庭球部 安宅 博徳 池田 卓人 仲根 祐介 田嶌 良介 川口 綾 奥村 麻美 川崎 由理 越中 亜佑実

ハッピーレイン55 秋山 敦子 乾 富美代 今井 祐美 梅澤 尚子 佐藤 朋子 清水 悦子 榎谷 恵理子 安達 幸江

スーパーマリコブラザーズ 武本 康藏 深川 真理子 中谷 由香子 足立 和繁 米田 匡輔 原田 亮 渡辺 翔 山中 智子 大池 薫 山田 明奈

POF45 近藤 珠美 野間 量子 日比 恵都子 安藤 美奈 綾部 美千代 吉見 裕子 青山 恵子

ハイブリッド 前島 昌代 森野 淳子 岡田 直子 川合 綾子 渡部 亜津佐 富永 有里 栗田 ゆき枝 酒井 理恵 水野 三重子

梅坪・浄水SC 黒田 真二 大野 利明 飯田 顕生 髙橋 優斗 横田 博昭 光岡 正太郎 喜多 真二郎 大川 達大

Chosen　one 永見 あづさ 杉浦 淳子 緒方 千代 片山 智子 萬代 由美子 山口 智歌 久野 ひとみ

シャルドネロゼ 榊原 千賀子 大平 ちか子 高橋 初美 近藤 美子 梶原 美沙 牧 亮子

白くま 長谷部 弘之 片岡 雅年 冨田 一行 山口 宏之 下ノ本 孝之 矢野 悟 岡戸 成吾 西口 真由美 バルガス 亜希 平田 佳代 岡田 忍 浅井 美幸 小野 珠美

TTC 田中 真理 山口 佳子 広田 八月 日高 純子 駒水 里美 末吉 咲智

TTC 田中 昌巳 大高 誠 田中 純 船越 兼通 村上 達樹 山口 正希 田中 真理 船越 香代子 山口 佳子 末吉 咲智 駒水 里美 広田 八月

ロギーズ 倉橋 伸郎 村井 清隆 加藤 俊介 倉橋 悦子 村井　亜耶 神野 美枝

名古屋GTC 嵩 範子 増田 朋子 坂野 裕子 阿部 悦子 小倉 綾子 三島 麻美子 大澤 篤子 泉田 勝子 冨田 直美 真野 優子

三菱自動車　名古屋 山下 隆宏 桜井 裕巳 二木 史郎 羽白 清一 大山 安夫 廣谷 征一 丹治 正幸 高橋 正人 加藤 利治 安徳 博樹 堀場 昇次 榊原 俊次 吉川 芳孝 稲森 嘉哉 岩川 博之

ナイストライ 長谷川 洋子 落合 理恵 花木 久美 浦志 伸子 熊谷 あかね 橋本 友美子

ナイストライ 大谷 照美 柘植 志津子 鈴木 晶子 加藤 みつこ 牧野 恵子 高木 澄子 土本 牧子 岸 由佳理 乾 あゆみ

WILD JOKER BLUE 伊藤 葵 伊藤 敦史 廣瀬 唯一 和崎 省吾 長沼 悠佳 郷 沙耶香 梅田 万里子 竹田 綾子

ｲｴﾛｰﾎﾞｰﾙﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ 福永 紘昴 室 美喜夫 寺岡 斉 久守 剛 谷原 浩 早田 耕一 伊藤 紘崇 植木 貴大

豊田高専女子 大河内 柚季 那須 陽紗希 吉田 こころ 濱田 夏華 木田 琴奈


