
No.1 廣瀬（ＴＯＭＯＲＲＯＷ） 田村（Ｐｕｒｅｓ）
No.2 野澤（ＳＰＴＣ） ◎ 笈川（ＳＰＴＣ）
No.1 山村（モンスター） 生嶋（稲毛フラワー）
No.2 澤田（モンスター） ◎ 大森（モンスター）
No.1 木村（プラスワン） 真木（フレンズ）
No.2 ◎ 岩田（フレンズ） 小塩（ローズヒル）
No.1 ◎ 藤代（ふたば） 田北（Ｔ．ＡＳＫＡ）
No.2 佐郷谷（ＰＶ） 佐治（フリーダム）
No.1 鹿島（総武Ｇ） ◎ 金子（総武Ｇ）
No.2 山崎（ＳＴＣ） 桜井（ＳＰＡＲＫ）
No.1 ◎ 森田（ステップアップ） 須藤（ステップアップ）
No.2 武田（稲毛フラワー） 五十嵐（ステップアップ）
No.1 ◎ ⿊川（ＪＵＪＵ） 原（ＪＵＪＵ）
No.2 ⻄村（キャンビー） 高橋（うさぎ）
No.1 吉田（ブルーベル） 坂野（ブルーベル）
No.2 奥田（コスモスʼ８１） ◎ 田上（イースタン）
No.1 鳥海（バイキング） ◎ 中（フリーダム）
No.2 菅佐原（チームＹＳ） 清水（鷹之台）
No.1 山本（アイズＴＳ） 朝倉（マリン庭球部）
No.2 ◎ 小島（鷹之台） 橋本（船橋さくら）
No.1 木下（松原ＴＣ） 高山（チームＹＳ）
No.2 若林（リーベ） ◎ 高橋（ノイエ）
No.1 ◎ 高橋（オルウェイズ） 成富（オルウェイズ）
No.2 蒲谷（オルウェイズ） 佐貝（アイビー）
No.1 鈴木（鷹之台） ◎ 小川（鷹之台）
No.2 岩崎（鷹之台） 上村（鷹之台）
No.1 高橋（佐倉スポーレ） 川畑（個人）
No.2 ◎ ⻑谷部（成田ローン） 和田（ＮＳＴ）
No.1 増山（さくら） ◎ 間宮（マリン庭球部）
No.2 末口（プレジール） 伊藤（プレジール）
No.1 山川（楠クラブ） ◎ 三縄（楠クラブ）
No.2 島田（成田ローン） 星野（成田ローン）
No.1 柴田（ボンバーズ） ◎ 若林（ＮＳＴ）
No.2 川⻄（ＳＰＴＣ） 梅澤（ウイニング）
No.1 太田（うさぎ） 斎藤（うさぎ）
No.2 ◎ 川口（Ｂ．ＷＡＶＥ） 三橋（ＡＳＵＫＡ）
No.1 志馬田（Ｌｉｅｎ） 宮崎（ラブオール）
No.2 金丸（田喜野井Ｇ） ◎ 門多（ＧＥＮ．Ｔ．Ａ）
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 中村（オリーブ） ◎ 豊嶌（ＴＯＡＳＴ）
No.2 大原（アイズＴＳ） 中村（マリン庭球部）
No.1 ◎ 村上（マリン庭球部） ⻫藤（Ｂｏｎｄｓ ＴＡ）
No.2 佐野（Ｂｏｎｄｓ ＴＡ） 内田（マリン庭球部）
No.1 ◎ 近藤（ＷＩＮＳ） 紅谷（ＷＩＮＳ）
No.2 木場（ＷＩＮＳ） 千浜（ＷＩＮＳ）
No.1 内田（鷹之台） ◎ 高澤（鷹之台）
No.2 広中（鷹之台） 蜂谷（鷹之台）

3 きゅんですＭＫＩ

4 リベンジャーズ

5 ＰＯＫＥＦＡＣＥ

ルビークラス 参加者名簿
◎ キャプテン

1 ホワイトラビット

2 ハッピーフレンズ

9 スマッシュ

10 チームきたなら

11 金曜どうでしょう

6 箱入りユルユル

7 チームもふもふ

8 舞あがれ姫

15 ＭＭＳＩ診断

16 チームＥＮＪＯＹ

17 チーム至極の梅

12 モンスターズ

13 アイムドーナツ

14 ⻘春アミーゴ２２

21 ハラペコガール

22 ボンマリ

23 お暇ならテニス

18 さんりんしゃ

19 ＳＵＢＡＲＵ

20 庄タイー厶

24 ＷＩＴＨ ＹＯＵ



ルビークラス 参加者名簿
◎ キャプテン

No.1 ◎ 小林（うさぎ） 佐野（更科庭球会）
No.2 井上（グリーンヒル） 中山（グリーンヒル）
No.1 岡本（Ｔ．ＡＳＫＡ） 岡田（チームＹＳ）
No.2 ◎ 吉田（船橋さくら） 赤堀（個人）
No.1 ◎ 森重（プルメリア） 横濱（アイビー）
No.2 杉本（個人） 小菅（個人）
No.1 松井（マイフレンズ） 淺井（ＺＯＮＥ）
No.2 池野（ＺＯＮＥ） ◎ 大塚（ＺＯＮＥ）
No.1 芦田（華組） ◎ 大貫（Ｒ．Ｓ．）
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 笹沼（アイビー） 荒井（アイビー）
No.2 ◎ 川又（Ｌｉｅｎ） 鈴木（スマッシュ）
No.1 大木（鷹之台） ◎ 相原（鷹之台）
No.2 岡野（鷹之台） 田村（ＭＥＴＳ）
No.1 ◎ 白﨑（マリン庭球部） 池田（ローズヒル）
No.2 松平（船橋さくら） 市川（船橋さくら）
No.1 安藤（あどばんていじ） 栗原（ローズヒル）
No.2 市川（ＺＯＮＥ） ◎ 大谷（田喜野井Ｇ）
No.1 竹之内（Ｒａｌｌｙ） ◎ 高橋（Ｒａｌｌｙ）
No.2 藤﨑（ミモザ） 三枝（ミモザ）
No.1 高山（グリーンヒル） 関根（個人）
No.2 千田（コスモスʼ８１） ◎ 仲本（コスモスʼ８１）
No.1 ◎ 佐藤（秋桜庭球会） 宇田川（パラソル）
No.2 後藤（松原ＴＣ） 広田（リトルｂｙリトル）
No.1 平賀（ＣＣＬ） ⻘木（⻘葉台レディース）
No.2 新井（ステップアップ） ◎ 古川（ステップアップ）
No.1 細田（Ｔ．Ｈｏｎｇｏ） 村川（ＴＣらぴす）
No.2 篠田（めぐみ） ◎ 中村（マリン庭球部）
No.1 杉浦（ブルーベル） ◎ 石井（ブルーベル）
No.2 吉田（ブルーベル） 白本（ブルーベル）
No.1 小出（ミニーズ） ◎ 今井（チャンス）
No.2 小川（ミニーズ） 広田（テニスキューブ）
No.1 ◎ 樺島（Ｂ．ＷＡＶＥ） 竹田（高浜北）
No.2 浦尾（ＡＳＵＫＡ） ⻑谷部（もえぎ）
No.1 ◎ 髙﨑（ＨＡＰＰＹ） 清水（コスモ）
No.2 小林（テニスキューブ） 那和（トラスティ）
No.1 神谷（ＷＩＮＳ） 清水（Ｃ．Ｎ．Ｔ）
No.2 山本（うさぎ） ◎ 松本（コスモスʼ８１）
No.1 柴山（Ｋｅｎʼｓ） 芦塚（稲毛フラワー）
No.2 望月（ローズヒル） ◎ 八角（ＤＲＥＡＭ）
No.1 川嶋（ｗｉｓｈ） 朝来野（ｗｉｓｈ）
No.2 ◎ 松井（ビクトリー） 加瀬（テニスキューブ）
No.1 福永（ＳＰＡＲＫ） ◎ 稲葉（ＷＩＮＳ）
No.2 神地（ＷＩＮＳ） 大野（ティラミス）
No.1 ◎ 矢野（習志野台） 門間（アイズＴＳ）
No.2 三木（５エッセンス） 松丸（オルウェイズ）
No.1 八田（チームＹＳ） ◎ 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）

27 村山に叱られ組

28 大きな松と淺い池

29 がんばルンバ

25 肉食テニス女子

26 さくらまにあ

33 大谷フィーバー

34 エンジェルス

35 ブルージーン

30 チーム ひめしま

31 和気あいあい

32 ふぉーえ婆ー

39 知らんけど笑

40 冬の若草物語

41 芋たこなんきん

36 よろしゅう頼むで

37 ガウラーゼ

38 ＬＴＥ

45 エンジョイ

46 フォーオー

47 ＭＹまかろんず

42 飛んでチーババ

43 焼き芋ドンドン

44 楽しみたーい

48 ヒルスの魔法使い



ルビークラス 参加者名簿
◎ キャプテン

No.1 笹田（ＴＯＭＯＲＲＯＷ） ◎ 中村（プラスワン）
No.2 中野（ＴＯＭＯＲＲＯＷ） 井上（ＴＯＭＯＲＲＯＷ）
No.1 ◎ 高尾（ふたば） 大貫（テニスキューブ）
No.2 髙木（個人） ⻘山（ふたば）
No.1 ◎ 小宮（ジャスミン） 新井（ＷＩＮＳ）
No.2 田口（ジャスミン） 隈﨑（殿山）
No.1 柴田（Ｒａｌｌｙ） 木村（稲毛フラワー）
No.2 風間（テニスキューブ） ◎ 井上（テニスキューブ）
No.1 ◎ 後藤（ＫＦＴ） 深尾（フリーダム）
No.2 野村（アイズＴＳ） 新井（ＫＦＴ）
No.1 ⻄野（Ｇｌｏｒｙ） 平川（ＨＡＰＰＹ）
No.2 ◎ 浅野（うさぎ） 佐久間（Ｇｌｏｒｙ）
No.1 ◎ 仁部（ウイニング） 竹内（リーベ）
No.2 井ノ口（秋桜庭球会） 橋本（個人）
No.1 村中（ローズヒル） ◎ 平山（チームＹＳ）
No.2 横川（チームＹＳ） ⻄野（翼）
No.1 ◎ 塚本（個人） 川畑（オルウェイズ）
No.2 岩井（楠クラブ） 澤田（ペップ）
No.1 ◎ 南部（ＲＯＯＴＳ） 今井（高洲）
No.2 川久保（ＲＯＯＴＳ） 新井（ＲＯＯＴＳ）
No.1 渡辺（佐倉スポーレ） 大牧（佐倉スポーレ）
No.2 ◎ 久保（佐倉スポーレ） 小沼（佐倉スポーレ）
No.1 新堀（チャレンジ） 久保田（ミレニアム）
No.2 多田（ＷＩＮＳ） ◎ ⻑沼（船橋さくら）
No.1 津下（ＣＣＬ） 渡部（⻘葉台レディース）
No.2 ◎ 木村（ステップアップ） 横山（コスモ）
No.1 斧渕（鷹之台） 遠藤（鷹之台）
No.2 高橋（鷹之台） ◎ 野田（鷹之台）
No.1 川口（個人） 阿形（ｐ．ａ．ｐ）
No.2 中嶋（ｐ．ａ．ｐ） ◎ 菊池（バイキング）
No.1 ◎ 嘉山（ＷＩＮＳ） 大谷（翼）
No.2 油屋（翼） 藤田（向日葵）

51 舞い上がれ

52 ままサンタ

53 冬の桜

49 令殿と三人

50 ヨイショット

57 ＳＫＩＴ

58 キンモクセイ

59 佐倉スポーレ

54 ミラクルパワー

55 くまモン４

56 チームローズの翼

63 スーパーフライ

64 マスク美人再び

60 ちーむ どんどん

61 ヒルズナンデス

62 ⻩⾊いきつね


