
No.1 大谷（田喜野井Ｇ） 市川（ＺＯＮＥ）
No.2 ◎ 森田（ウイニング） 伊藤（チームルーク）
No.1 細野（華組） ◎ 志馬田（Lｉｅｎ）
No.2 中嶋（ラブオール） 川又（Lｉｅｎ）
No.1 ◎ 斉藤（BＥＡＮＳ） 西田（オルウェイズ）
No.2 高崎（ゆうかり） 早川（紙敷）
No.1 住田（ボンバーズ） ◎ 原田（ボンバーズ）
No.2 山崎（ＳＴＣ） 桜井（ＳＰＡＲＫ）
No.1 斉藤（船橋さくら） 千葉（船橋さくら）
No.2 吉田（船橋さくら） ◎ 市川（船橋さくら）
No.1 ◎ 酒井（レザミ） 服部（エース）
No.2 霜崎（レザミ） 高木（レザミ）
No.1 ◎ 尾迫（総武Ｇ） 早川（総武Ｇ）
No.2 草彅（オルウェイズ） 中村（個人）
No.1 笠井（アールグレイ） ◎ 戸田（リトルｂｙリトル）
No.2 狭間（オルウェイズ） 宮崎（松原ＴC）
No.1 島森（チームＹＳ） 山本（ＳＴＣ）
No.2 菅佐原（チームＹＳ） ◎ 清宮（チームＹＳ）
No.1 原（ＭＵＵ） 入矢（ＫＦＴ）
No.2 浜崎（ＭＵＵ） ◎ 北本（ＭＵＵ）
No.1 ◎ 庄司（ＶＩＰ習志野台） 白石（ＳＷＩＮＧ）
No.2 和多田（うさぎ） 玉木（スピリット）
No.1 ◎ 黒川（ＪＵＪＵ） 合田（Kｅｎ'ｓ）
No.2 田上（イースタン） 奥田（コスモス’81）
No.1 大谷（フリーダム） 村山（アイズTS）
No.2 ◎ 篠原（イレブン） 山岸（ＴＯＡＳＴ）
No.1 ◎ 甲斐（グリーンヒル） 小室（ふたば）
No.2 大貫（テニスキューブ） 青山（ふたば）
No.1 多島（ＯＡＣ） 中村（総武Ｇ）
No.2 児玉（個人） ◎ 鹿島（総武Ｇ）
No.1 嘉山（アトミック） ◎ 大谷（翼）
No.2 油屋（翼） 藤田（向日葵）
No.1 ◎ 川村（チームルーク） 水谷（流山グリーン）
No.2 長谷部（成田ローン） 秋田（ＮＳＴ）
No.1 澤田（モンスター） 長塚（モンスター）
No.2 大森（モンスター） ◎ 佐久間（Gｌｏｒｙ）
No.1 ◎ 福永（ＳＰＡＲＫ） 稲葉（ＷＩＮＳ）
No.2 神地（ＷＩＮＳ） 丹羽（ＳＰＡＲＫ）
No.1 国府田（プレジール） 井上（モンスター）
No.2 藤﨑（ミモザ） ◎ 岩泉（ＷＩＮＳ）
No.1 金瀬（スマイルズ） ◎ 小谷（個人）
No.2 内田（Ｃ．Ｎ．Ｔ） 宮本（Ｃ．Ｎ．Ｔ）
No.1 ◎ 佐貝（アイビー） 山﨑（小金原）
No.2 森（アイビー） 大矢（小金原）
No.1 ◎ 島田（ＡＳＵＫＡ） 田澤（高洲）
No.2 神谷（ＷＩＮＳ） 斎藤（うさぎ）
No.1 ◎ 大貫（Ｒ．Ｓ．） 染谷（プラスワン）
No.2 新井（ファーストプライズ） 川合（ファーストプライズ）
No.1 荒井（アイビー） 和田（チャレンジ）
No.2 松井（ビクトリー） ◎ 吉田（プルメリア）
No.1 ◎ 泉沢（アポロコースト） 半澤（アポロコースト）
No.2 大野（ティラミス） 飯岡（アポロコースト）
No.1 帆足（ＣＡ稲毛） ◎ 足立（ＳＷＩＮＧ）
No.2 鈴木（チャレンジ） 鈴木（スマッシュ）
No.1 矢野（習志野台） 大野（ＧＥＮ．Ｔ．Ａ）
No.2 ◎ 田中（習志野台） 福塚（スピリット）
No.1 千浜（ＷＩＮＳ） ◎ 菊池（バイキング）
No.2 阿形（ｐ.ａ.ｐ） 中嶋（ｐ.ａ.ｐ）
No.1 武内（船橋さくら） 坂本（ＴＯＡＳＴ）
No.2 田上（船橋さくら） ◎ 橋本（船橋さくら）
No.1 塚本（ボンバーズ） 花崎（パラソル）
No.2 ◎ 甫守（ビクトリー） 北條（翼）
No.1 ◎ 木達（うさぎ） 中山（鷹之台）
No.2 大沼（うさぎ） 小林（翼）

3 ゴールデンペアズ

4 わんちゃんす

5 サクラドロップス

ルビークラス　参加者名簿

◎ キャプテン

1 冬のひまわり

2 さっちゃんの森

9 ザ　プレミアム

10 ＫｅａＦｏｕｒ

11 サファイア

6 チェッカーベリー

7 クレセントムーン

8 松原２ＰＭ組

15 ジャスミン

16 マスク美人

17 1000倍返しだ

12 チームもふもふ

13 我武者羅でGO

14 リンリン②

21 テディペア～ズ

22 グランマーず

23 KSST

18 わかばカルテット

19 フォーオー

20 クリスマスローズ

27 ウィンターガール

28 ポジティブ

29 クロスフレンド

24 お世話になります

25 PonKara

26 わたしにエール

30 ラブリーズ

31 クィーンズ

32 テニスど真ん中



ルビークラス　参加者名簿

◎ キャプテン
No.1 伴（ファーストプライズ） 川原田（プラスワン）
No.2 花尾（プラスワン） ◎ 曽我（プラスワン）
No.1 清水（鷹之台） 坪原（鷹之台）
No.2 ◎ 佐藤（鷹之台） 岡本（グリーンヒル）
No.1 米田（翼） 井上（ＳＴＯＲＭ）
No.2 ◎ 加倉井（翼） 山本（プラスワン）
No.1 矢野（ハザード） ◎ 八角（志津）
No.2 室伏（楠クラブ） 松田（ＳＴＣ）
No.1 ◎ 淵上（稲毛フラワー） 笹野（イレブン）
No.2 遠藤（稲毛フラワー） 鈴木（グリーンヒル）
No.1 川口（Ｂ．ＷＡＶＥ） ◎ 鈴木（松原ＴC）
No.2 後藤（松原ＴC） 大森（まてばしい）
No.1 ◎ 永山（ＳＷＩＮＧ） 横尾（ＳＷＩＮＧ）
No.2 西下（ＳＷＩＮＧ） 小池（ウイニング）
No.1 ◎ 高橋（佐倉スポーレ） 石毛（アートヒル）
No.2 島田（成田ローン） 星野（成田ローン）
No.1 ◎ 吉武（ＳＰＴＣ） 本田（袖ヶ浦）
No.2 松田（ポロロッカ） 荒木（アートヒル）
No.1 芝田（ベルベット） 田中（ベルベット）
No.2 花岡（フォルツァ） ◎ 根津（小金原）
No.1 ◎ 佐々木（個人） 中島（個人）
No.2 寺田（Kｅｎ'ｓ） 富永（鷹之台）
No.1 ◎ 中原（Lａｐｉｓ） 岩見（イースタン）
No.2 西田（Lａｐｉｓ） 田中（イースタン）
No.1 豊嶌（ＴＯＡＳＴ） 中村（オリーブ）
No.2 中村（マリン庭球） ◎ 大原（５エッセンス）
No.1 山本（５エッセンス） ◎ 小島（鷹之台）
No.2 久保田（鷹之台） 長島（ポロロッカ）
No.1 ◎ 大木（鷹之台） 相原（鷹之台）
No.2 岡野（鷹之台） 田村（METS）
No.1 ◎ 青野（リーベ） 竹内（リーベ）
No.2 柴田（リーベ） 吉富（リーベ）
No.1 ◎ 萱野（イースタン） 岡山（イースタン）
No.2 森山（ＳＰＴＣ） 髙橋（総武Ｇ）
No.1 桂田（ローズヒル） 入沢（コスモ）
No.2 大根田（ローズヒル） ◎ 高橋（ローズヒル）
No.1 小倉（ボンバーズ） 平（イレブン）
No.2 秋山（ボンバーズ） ◎ 市川（シークエスト）
No.1 飯田（稲毛フラワー） 三橋（DREAM）
No.2 ◎ 小澤（DREAM） 三好（稲毛フラワー）
No.1 戸田（ＧＥＮ．Ｔ．Ａ） 柿沼（ＧＥＮ．Ｔ．Ａ）
No.2 篠﨑（５エッセンス） ◎ 永澤（スマッシュ）
No.1 那和（トラスティ） ◎ 清水（鷹之台）
No.2 高橋（鷹之台） 野田（鷹之台）
No.1 ◎ 朝来野（ｗｉｓｈ） 佐久間（ＺＡＰ）
No.2 松永（華組） 石毛（アイビー）
No.1 ◎ 石畑（木曜会） 宮原（ＮＳＴ）
No.2 小山（成田ローン） 佐藤（成田ローン）
No.1 井ノ口（秋桜庭球会） ◎ 森（ソフィア）
No.2 野村（我孫子） 清水（ＧＥＮ．Ｔ．Ａ）
No.1 木村（ステップアップ） 古川（ステップアップ）
No.2 ◎ 田中（鷹之台） 内田（鷹之台）
No.1 梨本（フレンズ） 柴田（チャレンジ）
No.2 相（グリーングラス） ◎ 新井（ＫＦＴ）
No.1 一瀬（松原ＴC） ◎ 横川（チームＹＳ）
No.2 早坂（総武Ｇ） 大嶋（総武Ｇ）
No.1 黒沢（個人） 波木（総武Ｇ）
No.2 ◎ 田中（リーベ） 冨樫（向日葵）
No.1 北原（リエゾン） 渡邊（フォルツァ）
No.2 山川（マリン庭球） ◎ 越川（リエゾン）
No.1 ◎ 久保（佐倉スポーレ） 小沼（佐倉スポーレ）
No.2 野本（佐倉スポーレ） 玉重（佐倉スポーレ）
No.1 井上（ＴＯＭＯＲＲＯＷ） ◎ 中野（ＴＯＭＯＲＲＯＷ）
No.2 熊谷（Ｖ８） 安部（鷹之台）

33 レモンスマッシュ

34 プルメリア

35 モンブラン

39 フォーピース

40 チームワンチャン

41 時をもどそう

36 COCOA

37 インフィニティ

38 ハーモニーたす1

45 goto美魔女

46 コロナにも勝つ

47 チーム　たいぼく

42 キャッツ

43 スノーホワイト

44 デキルカ娘

51 チューズボン

52 花と夢

53 ラッドグランマ４

48 StayGold

49 ウッキーで行こう

50 ブレンドティー

57 テニスでエール

58 ガールズテニス

59 鬼滅のラケッツ

54 ハニーフラッシュ

55 AZUL

56 Mシャイニーズ

63 佐倉スポーレ

64 令殿　冬の陣です

60 不思議な4人組

61 アッハ～ン

62 ほっとココット


	ルビー名簿

