
◎ 藤田（向日葵） 岡村（テニスキューブ）
中園（向日葵） 土田（トラスティ）
古川（向日葵） 平岡（リエゾン）
河内（ＪＵＪＵ）
斉藤（アポロコースト） 丹羽（ＳＰＡＲＫ）
飯岡（アポロコースト） 福永（ＳＰＡＲＫ）
岡村（ＳＰＡＲＫ） 吉田（ＳＰＡＲＫ）
菊池（ＳＰＡＲＫ） ◎ 桜井（ＳＰＡＲＫ）
西田（Ｌａｐｉｓ） 中原（Ｌａｐｉｓ）
本間（Ｌａｐｉｓ） 石井（ぐりーん）

◎ 中山（グリーンヒル）
小林（うさぎ）
内田（鷹之台） 中山（鷹之台）
岡野（鷹之台） ◎ 岩崎（鷹之台）
上村（鷹之台） 渡邊（Ｋｅｎ’ｓ）
高橋（鷹之台）

◎ 冨樫（向日葵） 山根（光風台）
野澤（光風台） 篠原（テニスキューブ）
西垣（テニスキューブ）
合田（テニスキューブ）
南部（鷹之台） 安斉（鷹之台）
粟津（鷹之台） ◎ 鈴木（鷹之台）
小林（鷹之台）
宮川（鷹之台）
高木（ＣＣＬ） 須藤（ステップアップ）
古川（ステップアップ） 五十嵐（ステップアップ）

◎ 新井（ステップアップ）
家入（青葉台レディース）
鈴木（ＣＣＬ） 前田（トパーズ）
荒井（ＣＣＬ） 泉沢（アポロコースト）
中村（コスモス’８１） ◎ 津下（ＣＣＬ）
伊藤（テニスキューブ）

◎ 田中（鷹之台） 森山（Ｂｏｎｄｓ　ＴＡ）
衛藤（鷹之台） 原田（Ｂｏｎｄｓ　ＴＡ）
堀切（鷹之台） 小林（Ｂｏｎｄｓ　ＴＡ）
関谷（イースタン）

◎ 石川（誉田） 麻柄（はなみずき）
川島（誉田） 上原（はなみずき）
安田（誉田）
山森（誉田）

◎ 石毛（アートヒル） 中内（アートヒル）
宮内（アートヒル） 澤（アートヒル）
宮本（うさぎ） 荒木（アートヒル）
森野（アートヒル） 宮崎（アートヒル）
清田（トラスティ） 那和（トラスティ）
三好（トラスティ） 山越（トラスティ）
斎藤（トラスティ） 坂本（トラスティ）
管野（トラスティ） ◎ 萩原（トラスティ）

12 トラスティＧＯ

9 ガールズテニス

10 ホンミズキ

11 アートヒル

6 お気になさらず

7 コートで楽しみ隊

8 ＴｅａｍＨａｎａ

3 ＯＡＳＯＢＩ

4 きゅん７ぷらす１

5 フワリースマイル
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1 ｗｉｔｈテニス

2 球トッツォ
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古西（トマト） 遠藤（Ｔ．ＡＳＫＡ）
小出（ミニーズ） 固本（Ｔ．ＡＳＫＡ）
岡本（Ｔ．ＡＳＫＡ）

◎ 三羽（Ｔ．ＡＳＫＡ）
黒見（鷹之台） 八木（鷹之台）
岡本（グリーンヒル） ◎ 山本（鷹之台）
川口（鷹之台）
新（鷹之台）
広田（テニスキューブ） 小川（コスモ）
小川（ミニーズ） 坪根（コスモ）
足立（個人） ◎ 藤田（コスモ）
鈴木（個人）
大薮（うさぎ） 吉田（ぐりーん）
風間（テニスキューブ） ◎ 井上（テニスキューブ）
小林（テニスキューブ）
笹子（誉田）

◎ 濱口（鷹之台） 清水（鷹之台）
相原（鷹之台） 田村（ＭＥＴＳ）
大木（鷹之台）
大沼（うさぎ）

◎ 遠藤（ＨＡＰＰＹ） 石川（ＨＡＰＰＹ）
江波戸（ＨＡＰＰＹ） 木村（ジャスミン）
谷中（ＨＡＰＰＹ）
増田（ＨＡＰＰＹ）

◎ 小島（鷹之台） 桶谷（鷹之台）
清水（鷹之台） 冨野（鷹之台）
佐藤（鷹之台） 茂住（鷹之台）
松本（鷹之台）

◎ 丸田（ＭＥＴＳ） 合田（トラスティ）
山内（ＭＥＴＳ） 岡田（トラスティ）
北沢（ＭＥＴＳ）
佐々木（トラスティ）

◎ 太田（うさぎ） 髙垣（うさぎ）
木達（うさぎ） 斎藤（うさぎ）
永井（うさぎ）
海江田（うさぎ）

◎ 海保（鷹之台） 河野（鷹之台）
渡辺（鷹之台） 長山（鷹之台）
中村（鷹之台）
広中（鷹之台）
安藤（更科庭球会） 髙﨑（ＨＡＰＰＹ）
大津（更科庭球会） 高木（リエゾン）

◎ 佐野（更科庭球会） 岩佐（スターズ）
井上（グリーンヒル）
山縣（鷹之台） 蜂谷（鷹之台）
今井（個人） 北澤（鷹之台）
金子（鷹之台） ◎ 高澤（鷹之台）
藏川（鷹之台）

24 七人の鷹姫

21 イケイケうさ太

22 スローテニス

23 なんでもオッケー

18 ＨＰＫ

19 虹色乙女

20 マルタン少年団

15 ベリーズＢ

16 ハッピーリターン

17 栗かぼちゃ

13 虹のてっぺん

14 黄色いレモン
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◎ 黒川（ＪＵＪＵ） 西田（コスモス’８１）
合田（Ｋｅｎ’ｓ） 高山（キャンビー）
奥田（コスモス’８１） 野田（アルドール）
木村（もえぎ）
菅谷（チャンス） 山崎（チャンス）
今井（チャンス） ◎ 荻野（チャンス）
森田（チャンス）
加藤（チャンス）

◎ 中尾（鷹之台） 河内（鷹之台）
西沢（鷹之台） 斧渕（鷹之台）
石崎（鷹之台） 板垣（鷹之台）
久保田（鷹之台）

◎ 山田（稲毛フラワー） 関口（稲毛フラワー）
熊切（稲毛フラワー） 吉田（稲毛フラワー）
曽我（稲毛フラワー）
木村（稲毛フラワー）

◎ 遠藤（鷹之台） 小川（鷹之台）
久保田（鷹之台） 坪原（鷹之台）
野田（鷹之台） 山岸（殿山）
三浦（鷹之台） 清水（Ｃ．Ｎ．Ｔ）
五十嵐（個人） 加瀬（テニスキューブ）
三好（稲毛フラワー） ◎ 村上（鷹之台）
皆川（鷹之台）
熊井（鷹之台）
横山（コスモ） 千葉（Ｃｒｏｗｓ）
岩田（コスモ） ◎ 清水（コスモ）
渡部（青葉台レディース）
片山（コスモ）

30 フレンドリー

31 ベリーズＡ

27 ミラクルパワー

28 寿六ツ娘

29 ダルメシアン

25 チームもふもふ

26 ＧＯＧＯチャンス
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