
No.1 永井（レディベア－） 畑（マイフレンズ）
No.2 安喰（ボンバーズ） ◎ 宮川（小金原）
No.1 大平（ＳＴＯＲＭ） ◎ 岡本（Ｔ．ＡＳＫＡ）
No.2 吉田（船橋さくら） 橋本（Ｓ．ＭＩＸ）
No.1 志馬田（Ｌｉｅｎ） 宮崎（ラブオール）
No.2 井田（ＭＵＵ） ◎ 門多（ＧＥＮ．Ｔ．Ａ）
No.1 ◎ 古川（向日葵） 髙橋（向日葵）
No.2 深江（向日葵） 栗城（成田ローン）
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 長谷部（成田ローン） ◎ 秋田（ＮＳＴ）
No.2 石畑（木曜会） 宮原（成田ローン）
No.1 藤本（誉田） ◎ 笹子（誉田）
No.2 安田（誉田） 斉藤（殿山）
No.1 和田（チャレンジ） 三澤（個人）
No.2 中嶋（ラブオール） ◎ 児玉（総武Ｇ）
No.1 秩父（アトミック） 原田（ビクトリー）
No.2 ◎ 松井（ビクトリー） 加瀬（テニスキューブ）
No.1 丸山（さくら） 石井（Ｇｌｏｒｙ）
No.2 坂口（木曜会） ◎ 田福（ソレイユ）
No.1 千葉（船橋さくら） 児玉（船橋さくら）
No.2 松平（船橋さくら） ◎ 市川（船橋さくら）
No.1 新堀（チャレンジ） ◎ 杉野（チャレンジ）
No.2 戸田（ＧＥＮ．Ｔ．Ａ） 柿沼（ＧＥＮ．Ｔ．Ａ）
No.1 高橋（ファーストプライズ） 竹中（翼）
No.2 斉藤（ファーストプライズ） ◎ 遠山（ファーストプライズ）
No.1 西下（ＳＷＩＮＧ） 横尾（ＳＷＩＮＧ）
No.2 ◎ 永山（ＳＷＩＮＧ） 小池（ウイニング）
No.1 伊野（アイズＴＳ） ◎ 赤木（アイズＴＳ）
No.2 田中（習志野台） 福塚（スピリット）
No.1 淺井（ＺＯＮＥ） 荒井（アイビー）
No.2 松井（マイフレンズ） ◎ 大塚（ＺＯＮＥ）
No.1 大内（Ｐｕｒｅｓ） 安藤（更科庭球会）
No.2 水谷（流山グリーン） ◎ 川村（チームルーク）
No.1 三縄（楠クラブ） ◎ 山川（楠クラブ）
No.2 島田（成田ローン） 星野（成田ローン）
No.1 ◎ 中原（Ｌａｐｉｓ） 菅谷（チャンス）
No.2 西田（Ｌａｐｉｓ） 泉沢（アポロコースト）
No.1 澤田（ペップ） ◎ 青木（成田ローン）
No.2 小山（成田ローン） 岩井（楠クラブ）
No.1 横川（チームＹＳ） ◎ 岡田（チームＹＳ）
No.2 中村（総武Ｇ） 大嶋（総武Ｇ）
No.1 川地（ＭＵＵ） 尾籠（アイズＴＳ）
No.2 ◎ 梨本（フレンズ） 新井（ＫＦＴ）
No.1 ◎ 斉藤（ＢＥＡＮＳ） 西田（オルウェイズ）
No.2 高崎（ゆうかり） 三橋（サカエ）
No.1 ◎ 高尾（ふたば） 小倉（ＴＣらぴす）
No.2 髙木（個人） 大友（テニスキューブ）

3 ＳＵＢＡＲＵ

4 あせる王様

5 房総レモン

ルビークラス　参加者名簿
◎ キャプテン

1 メガトンパンチ

2 さくらまにあ

9 エンジョイ

10 ｓｍｉｌｅ　Ｔ

11 サクラドロップス

6 ＳＮＯＷＭＥＮ

7 チームあきたま

8 ブルートゥリー

15 Ｔｕｅｓｄａｙ

16 きたかしわ

17 風林火山な4姉妹

12 エスポワール

13 隣町のマダムス

14 フォーピース

21 笑顔でＧＯ

22 コスモス

23 ゴールデンペアズ

18 チームｅｎｊｏｙ

19 ガンバルっ娘

20 月と星

24 アベリア



ルビークラス　参加者名簿
◎ キャプテン

No.1 福士（ジャスミン） 早坂（めぐみ）
No.2 浜田（ＴＯＡＳＴ） ◎ 吉野（ＴＯＡＳＴ）
No.1 ◎ 笹原（スピリット） 塚原（スピリット）
No.2 安藤（スピリット） 安江（スピリット）
No.1 相川（船橋さくら） ◎ 笹山（船橋さくら）
No.2 長沼（船橋さくら） 益子（フリーダム）
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） 大多和（リーフ）
No.1 ◎ 鈴木（松原ＴＣ） 笠井（アールグレイ）
No.2 秋山（ボンバーズ） 橋本（個人）
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 矢野（ファーストプライズ） 伴（ファーストプライズ）
No.2 花尾（プラスワン） ◎ 曽我（プラスワン）
No.1 鳥海（バイキング） ◎ 中（フリーダム）
No.2 出口（ＫＦＴ） 大谷（フリーダム）
No.1 ◎ 寺本（ＳＰＴＣ） 高橋（ＳＰＴＣ）
No.2 加賀谷（めぐみ） 阿部（Ｃ．Ｎ．Ｔ）
No.1 依田（スマッシュ） 細野（華組）
No.2 西村（ローズヒル） ◎ 永澤（スマッシュ）
No.1 竹之内（Ｒａｌｌｙ） ◎ 高橋（Ｒａｌｌｙ）
No.2 藤﨑（ミモザ） 三枝（ミモザ）
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 新井（ＷＩＮＳ） 石井（ブルーベル）
No.2 ◎ 神谷（ＷＩＮＳ） 清水（Ｃ．Ｎ．Ｔ）
No.1 菊池（ＳＰＡＲＫ） 紅谷（ＷＩＮＳ）
No.2 ◎ 長島（ポロロッカ） 吉田（ＳＰＡＲＫ）
No.1 大原（アイズＴＳ） ◎ 中村（マリン庭球部）
No.2 中村（オリーブ） 豊嶌（ＴＯＡＳＴ）
No.1 ◎ 島森（チームＹＳ） 遠藤（チームＹＳ）
No.2 菅佐原（チームＹＳ） 清宮（チームＹＳ）
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 本田（袖ヶ浦） ◎ 吉武（ＳＰＴＣ）
No.2 桶谷（鷹之台） 久保田（鷹之台）
No.1 ◎ 関（ＷＩＮＳ） 富永（Ｖ８）
No.2 多田（ＷＩＮＳ） 布山（Ｔ．ＡＳＫＡ）
No.1 渡邊（フォルツァ） 永島（Ｂｏｎｄｓ　ＴＡ）
No.2 山川（マリン庭球部） ◎ 越川（リエゾン）
No.1 石津（コランダム） 秋山（コランダム）
No.2 ◎ KERSHAW（ＺＡＰ） 荒川（ファーストプライズ）
No.1 大関（ブルーベル） 伊賀（ブルーベル）
No.2 松本（コスモス’８１） ◎ 早坂（Ｃ．Ｎ．Ｔ）
No.1 飯田（稲毛フラワー） ◎ 小澤（ＤＲＥＡＭ）
No.2 武田（稲毛フラワー） 村越（田喜野井Ｇ）
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）

27 ほぼサクラ

28 平常心

29 チーム笑

25 ふわふわもふもふ

26 Goスピリット

33 キラキラ四銃士

34 チームGACHA

35 エンジェルス

30 クレマチス

31 レモンスマッシュ

32 全力庭球

39 夢見るＴガール

40 ザ　プレミアム

41 ユナイテッド

36 おかえりタマ

37 ヤドリギ

38 HEET

45 チーム　W

46 オモウマいミセス

47 私失敗しないので

42 ＯＫバブリー

43 雪見だいふくモチ

44 ほっとココット

48 ウッキーで行こう



ルビークラス　参加者名簿
◎ キャプテン

No.1 工藤（ＧＥＮ．Ｔ．Ａ） 白川（Ｂ．ＷＡＶＥ）
No.2 ◎ 立野（Ｔ．Ｍ．Ｉ） 牧野（アトミック）
No.1 ◎ 金子（総武Ｇ） 小御門（総武Ｇ）
No.2 山崎（ＳＴＣ） 桜井（ＳＰＡＲＫ）
No.1 三井（オルウェイズ） 高橋（オルウェイズ）
No.2 岡本（オルウェイズ） ◎ 蒲谷（オルウェイズ）
No.1 ◎ 渡辺（佐倉スポーレ） 山本（ＳＴＣ）
No.2 小沼（佐倉スポーレ） 近藤（成田ローン）
No.1 富田（さむぅ～ず） 大谷（ときわ平）
No.2 ◎ 岡野（ボンバーズ） 前原（ボンバーズ）
No.1 加藤（鷹之台） ◎ 石坂（総武Ｇ）
No.2 高杉（チームＹＳ） 市村（チームＹＳ）
No.1 斉藤（船橋さくら） 佐田（スパイス）
No.2 桂田（ローズヒル） ◎ 高橋（ローズヒル）
No.1 黒沢（個人） 波木（総武Ｇ）
No.2 ◎ 田中（リーベ） 浜岡（リーベ）
No.1 山村（モンスター） ◎ 長塚（モンスター）
No.2 澤田（モンスター） 大森（モンスター）
No.1 鈴木（ＤＲＥＡＭ） 平川（ＨＡＰＰＹ）
No.2 ◎ 篠塚（ＣＡ稲毛） 佐治（フリーダム）
No.1 和田（アイビー） ◎ 八角（志津）
No.2 松田（ＳＴＣ） 竹内（ペップ）
No.1 廣岡（フォルツァ） 阿部（ＺＡＰ）
No.2 桜井（ＴＯＭＯＲＲＯＷ） ◎ 相澤（ＭＵＵ）
No.1 鶴谷（チャレンジ） 石黒（チャレンジ）
No.2 ◎ 岡野谷（ラブオール） 川又（Ｌｉｅｎ）
No.1 ◎ 木達（うさぎ） 中山（鷹之台）
No.2 大沼（うさぎ） 内田（鷹之台）
No.1 ◎ 大木（鷹之台） 相原（鷹之台）
No.2 岡野（鷹之台） 田村（ＭＥＴＳ）
No.1 平山（ハイブリッド吉岡） 石黒（ＳＰＴＣ）
No.2 須藤（稲毛フラワー） ◎ 吉田（ブルーエンジェル）

51 Wファースト

52 佐倉スポーレ2

53 ゆるふわポン

49 ポインセチア

50 メロンパン

57 ｅｎｊｏｙ宣言

58 スクエアー

59 ＭＴ　Ｙ５６

54 ＭＯＥＨＹＯ

55 昼ＡＳＯＢＩ

56 花より団子

63 チームたいぼく

64 優しい悪魔ちゃん

60 たかちはひろふみ

61 パンナコッタ

62 無茶苦茶ガンバ


	ルビー名簿

