
◎ 小澤（ＤＲＥＡＭ） 柴⼭（Ｋｅｎʼｓ）
芦塚（稲毛フラワー） 望月（ローズヒル）
⿊川（稲毛フラワー） 八角（ＤＲＥＡＭ）
本間（めぐみ） 武藤（さくら）
吉田（ＴＣらぴす） 篠田（めぐみ）
重留（めぐみ） ◎ 細田（Ｔ．Ｈｏｎｇｏ）
⻘⼭（ふたば） ◎ 小室（ふたば）
大貫（テニスキューブ） 小倉（ＴＣらぴす）
大友（テニスキューブ） 高尾（ふたば）
安喰（ボンバーズ） 永井（レディベア−）
鈴木（小金原） 畑（マイフレンズ）
出口（ＫＦＴ） ◎ 宮川（小金原）

◎ 渡辺（ＧＥＮ．Ｔ．Ａ） 三好（トラスティ）
工藤（ＧＥＮ．Ｔ．Ａ） 広田（テニスキューブ）
竹村（ＪＵＪＵ） 鈴木（ＣＣＬ）

◎ 高橋（Ｒａｌｌｙ） 為我井（ｖｉｖｉｄ）
竹之内（Ｒａｌｌｙ） 橋本（コピーヌ）
荒谷（ＷＩＮＳ） 渡邊（フォルツァ）
岡村（ＳＰＡＲＫ） ◎ 丹羽（ＳＰＡＲＫ）
菊池（ＳＰＡＲＫ） 村上（Ａｍｉｅ）
⻑島（ＳＰＡＲＫ） 吉田（ＳＰＡＲＫ）

◎ 藤代（ふたば） 佐治（フリーダム）
田北（Ｔ．ＡＳＫＡ） 佐伯（Ａｍｉｅ）
佐郷谷（ＰＶ） 風見（ふたば）

◎ 谷岡（さくら） 髙﨑（ＨＡＰＰＹ）
天川（さくら） 高木（コスモ）
小川（ミニーズ） ⼭本（ＳＰＴＣ）
菅佐原（チームＹＳ） 遠藤（個人）
清水（鷹之台） 清宮（チームＹＳ）
千葉（船橋さくら） ◎ 島森（チームＹＳ）
志馬田（Ｌｉｅｎ） 神谷（習志野台）
宮崎（ラブオール） 井田（ＭＵＵ）
安藤（スピリット） ◎ 門多（ＧＥＮ．Ｔ．Ａ）

◎ 笹田（ＴＯＭＯＲＲＯＷ） 川口（プラスワン）
吉武（ＳＰＴＣ） 土佐（Ｖ８）
千葉（プラスワン） 土屋（Ｒａｌｌｙ）

◎ 柴⼭（ＷＥＤ） 紀野（アイズＴＳ）
岡田（ＷＥＤ） 宮下（ＪＵＪＵ）
沢出（ＷＥＤ） 野中（うさぎ）
飯田（ローズヒル） 野口（ＢＥＡＮＳ）

◎ 松重（チームＹＳ） 畑中（ＢＥＡＮＳ）
石倉（ＢＥＡＮＳ） 中村（ＢＥＡＮＳ）

◎ 油屋（翼） 多田（フレンズ）
筒井（翼） 岩田（フレンズ）
真木（フレンズ） 小塩（ローズヒル）
岡（船橋さくら） 堀切（鷹之台）
松坂（イレブン） 中村（テニスキューブ）
福聚（かやはし） ◎ 千葉（ＳＰＴＣ）

15 カムカムソレイユ

16 笑って許して

12 第８世代

13 フライデー轟

14 いまいのはな

9 ぼうそう女子

10 6美EANS

11 SUBARU2

6 はなちゃん

7 愉快な仲間たち

8 ぷぷっプリンセス

3 マーガレット

4 ふわふわパンチ

5 OKGomale

ごーまる大会 参加者名簿
◎ キャプテン

1 スカーレット

2 幕張SAILOR



清水（個人） 坂本（Ｖ８）
大杉（個人） 東地（Ｖ８）
有馬（Ｖ８） ◎ 望月（Ｖ８）

◎ 笠井（アールグレイ） 高橋（ノイエ）
後藤（松原ＴＣ） 片岡（ウイニング）
菅井（ノイエ） 穴口（松原ＴＣ）

◎ 沼倉（ジャスミン） 横尾（チームルーク）
原（ジャスミン） 安野（ペップ）
清水（ジャスミン） 谷中（ＨＡＰＰＹ）
岡（コアＴＣ） 赤瀬（Ｂ．ＷＡＶＥ）
佐竹（コアＴＣ） 須賀（Ｖ８）
大平（ＳＴＯＲＭ） ◎ 原（コアＴＣ）
立野（フレンズ） 大⻄（ミニーズ）
神谷（ＳＰＴＣ） ⼭田（ｖｉｖｉｄ）
植草（ＳＰＴＣ） ◎ 窪⻄（ビクトリー）

◎ 池田（プレジール） 林（稲毛フラワー）
加賀谷（めぐみ） 度会（稲毛フラワー）
吉田（稲毛フラワー） 田名部（ＰＶ）

◎ ⼭川（マリン庭球部） 佐野（Ｂｏｎｄｓ ＴＡ）
谷中（マリン庭球部） ⼭崎（コアＴＣ）
中村（マリン庭球部） 宮川（ＳＰＴＣ）
⼭澤（チームルーク） 高橋（個人）
髙橋（Ｂｏｎｄｓ ＴＡ） 熊谷（チームルーク）
志賀（うさぎ） ◎ ⼭本（チームルーク）
坂本（Ｔ．Ｍ．Ｉ） 渡邉（ゆうかり）
那須（Ｔ．Ｍ．Ｉ） 齋藤（個人）
伊藤（個人） ◎ 和田（個人）
下名迫（Ｌｉｅｎ） ⻑谷部（習志野台）
朝倉（マリン庭球部） ◎ 小島（鷹之台）
五十嵐（総武Ｇ） 千浜（ＷＩＮＳ）

◎ 小川（ＲＯＯＴＳ） 新井（ＲＯＯＴＳ）
南部（ＲＯＯＴＳ） 川久保（ＲＯＯＴＳ）
片岡（ＲＯＯＴＳ） 鯨岡（テニスキューブ）
森（キャンビー） 江澤（ヒリーズ）
古木（コスモ） ◎ 高⼭（グリーンヒル）
栗原（アートヒル） 関根（個人）

◎ 遠藤（ＨＡＰＰＹ） 大岡（ＤＲＥＡＭ）
河崎（ＨＡＰＰＹ） 吉田（ぐりーん）
江波⼾（ＨＡＰＰＹ） 前田（トパーズ）
稲葉（個人） ⼭岸（ＴＯＡＳＴ）
川副（パラソル） 松本（個人）
野路（オリーブ） ◎ 宇田川（ゆうかり）

◎ 篠塚（フリーダム） 横尾（ＳＷＩＮＧ）
安井（ＧＥＮ．Ｔ．Ａ） 永⼭（ＳＷＩＮＧ）
⻄下（ＳＷＩＮＧ） 小池（ウイニング）
白川（Ｂ．ＷＡＶＥ） 佐田（スパイス）
本井（個人） 高橋（ローズヒル）
田辺（個人） ◎ 後藤（翼）

30 チームよしこ

31 サン

32 万歳ごーまる

27 ルーツR4

28 みんなのチカラ

29 おもち

24 チームＯＫＡ

25 チーバベリーズ

26 きたならなでしこ

21 Ｄｉａｍｏｎｄｓ

22 サンクスフラワー

23 春咲きレディース

18 ナイスしよっと

19 ぼちぼちいこか

20 ピラカンサス

17 ⻘ざめたパンダ



角田（ＷＥＤ） 太田（ＴＯＤＡＹ）
田村（Ｐｕｒｅｓ） 増田（プラスワン）
髙月（Ｐｕｒｅｓ） ◎ 中（フリーダム）

◎ 垣屋（パラソル） 佐瀬（日の出ＴＣ）
垣屋（パラソル） 浅海（個人）
熊谷（Ｖ８） 鵜飼（翼）

◎ 中嶋（ｐ．ａ．ｐ） 小出（ミニーズ）
阿形（ｐ．ａ．ｐ） 川合（スマッシュ）
菊池（バイキング） 細野（華組）

◎ 和田（アイビー） 尼﨑（５エッセンス）
池田（ＢＥＡＮＳ） 武藤（ＭＵＵ）
竹田（Ｌｉｅｎ） 松田（Ｌｉｅｎ）

◎ 池口（個人） 片⼭（個人）
藤本（個人） ⻘野（個人）
高橋（個人） 柴川（ファーストプライズ）

◎ 深見（モンスター） ⻄⼭（モンスター）
秋葉（モンスター） 追留（Ａｍｉｅ）
澤田（モンスター） 石井（Ｂｏｎｄｓ ＴＡ）
関（ＷＩＮＳ） 阿部（ＺＡＰ）
富永（Ｖ８） 関口（グリーンヒル）
木場（ＷＩＮＳ） ◎ 伊藤（プレジール）

◎ 樋口（Ｇｌｏｒｙ） ⼭下（Ｇｌｏｒｙ）
石井（Ｇｌｏｒｙ） ⻄野（Ｇｌｏｒｙ）
大桃（Ｇｌｏｒｙ） 栗並（ジャスミン）

◎ 生雲（スターズ） 池部（スターズ）
高澤（スターズ） 神谷（スターズ）
鈴木（スターズ） 志田（スターズ）
小倉（Ｒａｌｌｙ） 丸田（ＭＥＴＳ）
⼭中（Ｒａｌｌｙ） 村上（マリン庭球部）
岩間（アルドール） ◎ 岡元（マリン庭球部）

◎ 高橋（ローズヒル） 岩田（ローズヒル）
池田（ローズヒル） 水野（ローズヒル）
佐藤（ＭＵＵ） 枅川（ローズヒル）

◎ 高橋（ＣＡ稲毛） 井上（テニスキューブ）
外崎（ＣＡ稲毛） 服部（ＯＡＣ）
大薮（うさぎ） 大倉（光風台）
樺島（Ｂ．ＷＡＶＥ） 松岡（ＷＩＮＳ）
竹田（高浜北） 川口（Ｂ．ＷＡＶＥ）
針生（Ｔ．ＡＳＫＡ） ◎ 三橋（ＡＳＵＫＡ）
飯田（稲毛フラワー） 中⼭（高洲）
市瀬（Ｇｌｏｒｙ） 榎本（稲毛フラワー）
池田（高洲） ◎ 生嶋（稲毛フラワー）
⻘木（Ｖ８） ⻄原（アトミック）
高橋（ファーストプライズ） 峠（個人）
池端（個人） ◎ 村⼭（プラスワン）
嘉⼭（ＷＩＮＳ） 渡部（翼）
三縄（楠クラブ） 志摩（翼）
中村（個人） ◎ 大谷（翼）

48 センパイ速いです

45 カムカムハッピー

46 ごーまる子ちゃん

47 多分方向音痴

42 えみふる

43 バラエティー

44 じぁり豆

39 ChampLAB

40 ニャンとかし隊

41 シックススターズ

36 六人官女

37 呪球廻戦

38 シックス・ローズ

33 TEAMフラワー

34 USA&3K

35 スーパーフライ



萱間（うさぎ） 永島（ハイブリッド吉岡）
石⼭（うさぎ） 中村（ハイブリッド吉岡）
髙垣（うさぎ） ◎ ⼭越（トラスティ）

◎ 上原（ふたば） ⼭口（ｖｉｖｉｄ）
林（ふたば） 栃尾（Ａｍｉｅ）
川島（Ａｍｉｅ） 篠﨑（５エッセンス）

◎ 岡野谷（ラブオール） 近澤（ＴＯＤＡＹ）
中嶋（ラブオール） 細貝（Ｌｉｅｎ）
川又（Ｌｉｅｎ） 中⼭（ハイサイ）

◎ 那和（トラスティ） 合田（トラスティ）
小林（テニスキューブ） 齊藤（トラスティ）
土田（トラスティ） 永⼭（トラスティ）
野原（ｙｅｌｌ） 田中（ぐりーん）
村上（Ａｍｉｅ） 田中（トパーズ）
一瀬（トパーズ） ◎ 江上（アルドール）
仲田（Ｒ．Ｓ．） 磯野（袖ヶ浦）
内海（スパイス） 河内（ＪＵＪＵ）
皆川（Ｌｉｅｎ） ◎ 村中（ローズヒル）
一瀬（松原ＴＣ） 幡野（チームＹＳ）
岡田（チームＹＳ） 村井（チームＹＳ）
橋本（総武Ｇ） ◎ 横川（チームＹＳ）

◎ 平元（ラフィーク） 篠原（アイズＴＳ）
⻑村（ラフィーク） 才善（ラフィーク）
⼭田（ゆうかり） 田口（ゆうかり）

◎ ⻑谷川（ＭＭＴＣ） 木村（ミニーズ）
宮⼭（ＭＭＴＣ） 永松（フォルツァ）
石川（ＨＡＰＰＹ） 進士（フォルツァ）

◎ 庄司（ＶＩＰ習志野台） 和多田（うさぎ）
白石（ＳＷＩＮＧ） 原田（ビクトリー）
玉木（スピリット） ⼭本（プラスワン）
関口（稲毛フラワー） 木村（稲毛フラワー）
鈴木（稲毛フラワー） 末口（プレジール）
武田（稲毛フラワー） ◎ ⼭元（稲毛フラワー）
石橋（個人） 河合（ＷＥＤ）
佐藤（個人） 市川（ＺＯＮＥ）
中⼭（ローズヒル） ◎ 大谷（田喜野井Ｇ）

◎ 朝来野（ｗｉｓｈ） 佐藤（ｗｉｓｈ）
工藤（ｗｉｓｈ） 坪根（コスモ）
萩原（トラスティ） 村⼭（ＴＯＤＡＹ）

◎ 高杉（総武Ｇ） 石坂（総武Ｇ）
市村（チームＹＳ） 豊田（リトルｂｙリトル）
加藤（鷹之台） 川崎（リトルｂｙリトル）

◎ 石毛（アートヒル） 高橋（佐倉スポーレ）
玉重（佐倉スポーレ） 渡辺（佐倉スポーレ）
野本（佐倉スポーレ） 谷口（佐倉スポーレ）
⻄沢（鷹之台） 奥村（鷹之台）
石崎（鷹之台） ◎ 南部（鷹之台）
⿊見（鷹之台） 清水（鷹之台）

63 佐倉スポーレ

64 カムカム鷹女

60 5050五郎丸

61 もんぶらん

62 クリスマスローズ

57 プリティウーマン

58 となりのチカラ

59 フラワーストーン

54 飛行機雲

55 となりのトロロ

56 SUN

51 ⻩⾊いさくらんぼ

52 エルダーベリー

53 ワンツースリー

49 ぴょんトラ吉

50 サワーに乾杯



冨野（鷹之台） ⼭本（鷹之台）
河内（鷹之台） 小川（鷹之台）
八木（鷹之台） ◎ 藏川（鷹之台）

◎ 大多和（リーフ） 豊嶌（ＴＯＡＳＴ）
遠藤（稲毛フラワー） 井上（モンスター）
中村（オリーブ） 内田（Ｔ．Ｈｏｎｇｏ）
原（ＭＵＵ） 北本（ＭＵＵ）
入矢（ＫＦＴ） 帆足（ＣＡ稲毛）
浜崎（ＭＵＵ） ◎ 足立（ＭＵＵ）
塚原（スピリット） 古川（Ｃｒｏｗｓ）
成瀬（田喜野井Ｇ） 安江（スピリット）
土井（Ｌｉｅｎ） ◎ 笹原（スピリット）

◎ 白﨑（マリン庭球部） ⻫藤（小金原）
今井（チャンス） 末次（ミニーズ）
野澤（Ｌｉｅｎ） 岩田（習志野台）
神地（ＷＩＮＳ） 稲葉（ＷＩＮＳ）
⼭本（ｖｉｖｉｄ） 谷口（アトミック）
福永（ＳＰＡＲＫ） ◎ 多田（ＷＩＮＳ）

◎ 海江田（うさぎ） 石井（ブルーベル）
新井（ＷＩＮＳ） 杉浦（ブルーベル）
神谷（ＷＩＮＳ） 清水（Ｃ．Ｎ．Ｔ）

◎ 森（さむぅ〜ず） 辻本（あどばんていじ）
石川（Ｔ．Ｈｏｎｇｏ） 今村（ＴＯＤＡＹ）
平尾（あどばんていじ） 井上（ＴＯＤＡＹ）
中⼭（グリーンヒル） ⼭崎（チャンス）
加藤（チャンス） 遠藤（Ｃｒｏｗｓ）
小林（うさぎ） ◎ 荻野（チャンス）

◎ 柴田（ヒリーズ） ⿊河内（ヒリーズ）
片岡（テニスキューブ） 石井（アートヒル）
新井（ティアラ） 堀合（ヒリーズ）
⼭崎（ＳＴＣ） ⻄川（ウイニング）
桜井（ＳＰＡＲＫ） ⻄⼭（まてばしい）
鮎田（総武Ｇ） ◎ 小野寺（総武Ｇ）
奥田（コスモスʼ８１） 千田（コスモスʼ８１）
松本（コスモスʼ８１） ⻄村（キャンビー）
⻄田（コスモスʼ８１） ◎ 仲本（コスモスʼ８１）

◎ 清水（コスモ） 菅谷（チャンス）
⻫藤（コスモ） 宮本（うさぎ）
海東（コスモ） 高橋（千葉ガーデン）

◎ ⿊井（マリン庭球部） ⼭原（Ｔ．Ｈｏｎｇｏ）
熊本（袖ヶ浦） 米井（ＭＭＴＣ）
木⼾秋（翼） 鈴木（ＭＭＴＣ）

◎ 佐藤（誉田） 北島（ＴＣらぴす）
浅野（うさぎ） 小谷（個人）
石橋（Ｃ．Ｎ．Ｔ） 渡辺（テニスキューブ）

◎ 平賀（ＣＣＬ） 神﨑（Ｌｉｅｎ）
⻘木（⻘葉台レディース） ⻘柳（ＳＰＴＣ）
本田（袖ヶ浦） 高木（ＣＣＬ）

78 ゼブラマヨネーズ

79 ナイス トライ

80 クリコ未亡人

75 よっこらしょ

76 コスモス５０

77 いちご大福

72 forest

73 戦うテニス女子

74 日なたでテニス

69 ＧＯ爆笑問題児

70 GOすみっこ

71 この後整骨院です

66 ガーベラ6

67 KeaSix

68 ほぼお友達の六人

65 レモンタルト



◎ 川村（チームルーク） 岡⼭（イースタン）
水谷（流⼭グリーン） 吉田（ブルーエンジェル）
萱野（イースタン） 須藤（稲毛フラワー）
野澤（ＳＰＴＣ） 安藤（更科庭球会）
野口（Ｃｒｏｗｓ） ◎ 寺本（ＳＰＴＣ）
日向（ＷＥＤ） 高橋（ＳＰＴＣ）

◎ 円城寺（Ｃ．Ｎ．Ｔ） 宮本（Ｃ．Ｎ．Ｔ）
⻑塚（モンスター） 栗原（Ｋｅｎʼｓ）
内田（Ｃ．Ｎ．Ｔ） 大森（モンスター）

◎ 吉野（翼） 澤野（チームＹＳ）
鳥海（バイキング） 星野（翼）
⼭川（楠クラブ） ⼭本（ＳＴＣ）

◎ 木達（うさぎ） 三羽（Ｔ．ＡＳＫＡ）
中⼭（鷹之台） 柘植（ＴＯＡＳＴ）
遠藤（Ｔ．ＡＳＫＡ） 横尾（コアＴＣ）

◎ 菅原（アリーナ） 中里（アリーナ）
兼松（Ｐｕｒｅｓ） 川村（アリーナ）
森（ラフィーク） 池田（アリーナ）
川地（ＭＵＵ） 鈴木（スマッシュ）
尾籠（アイズＴＳ） ⻄村（ローズヒル）
谷口（ＭＵＵ） ◎ 永澤（スマッシュ）
藤井（チャレンジ） 清水（ＺＡＰ）
新堀（チャレンジ） 良元（袖ヶ浦）
久保田（ミレニアム） ◎ 杉野（チャレンジ）
石井（ぐりーん） 足立（個人）
矢澤（リーベ） ◎ ⻘野（リーベ）
鈴木（個人） 原（総武Ｇ）

◎ 乾（個人） 藤田（個人）
水上（クレッシェンド） 高崎（ＴＯＤＡＹ）
陳（個人） 堀江（翼）
浦尾（ＡＳＵＫＡ） 大川（ステップアップ）
丹（ステップアップ） 田澤（高洲）
石塚（ステップアップ） ◎ 斎藤（うさぎ）

◎ 野田（鷹之台） 北澤（鷹之台）
岩崎（鷹之台） 蜂谷（鷹之台）
海保（鷹之台） 内田（鷹之台）

◎ 大木（鷹之台） 相原（鷹之台）
岡野（鷹之台） 永井（うさぎ）
田村（ＭＥＴＳ） 濱口（鷹之台）

◎ 高木（オルウェイズ） 菊地（オルウェイズ）
押尾（レディベア−） 森（習志野台）
清田（オルウェイズ） ⼭崎（Ｔ．Ｈｏｎｇｏ）
荒木（アートヒル） 宮崎（アートヒル）
澤（アートヒル） ◎ 森野（アートヒル）
中内（アートヒル） 坂野（ブルーベル）
松平（船橋さくら） 坂本（ＴＯＡＳＴ）

◎ 市川（船橋さくら） 岡本（Ｔ．ＡＳＫＡ）
武内（船橋さくら） 固本（Ｔ．ＡＳＫＡ）

96 サクラドロップス

93 モンチでGO

94 うっせいわー

95 フレッシュアート

90 TEAMワタリ

91 さぁチーズ

92 テニスマダム

87 和っはっは

88 リアル６刀流

89 ボタニカル女子

84 ちーむゆるゆる

85 日向の道

86 にゃんこそば

81 寅 ⻁ とら

82 ゴ―ルドスター６

83 ごん攻めでゴー



横⼭（コスモ） 渡部（⻘葉台レディース）
木村（ステップアップ） 古川（ステップアップ）
津下（ＣＣＬ） ◎ 新井（ステップアップ）
⼭﨑（ペップ） 宮ヶ原（うさぎ）
半澤（アポロコースト） ⼭城（ＳＨＩＮＲＡ）
岡村（テニスキューブ） ◎ 北田（ＳＨＩＮＲＡ）
磯辺（Ｓ．ＭＩＸ） 齋藤（アイズＴＳ）
小貫（ルナ） 仲井（アルドール）
加藤（ティアラ） ◎ 丸⼭（さくら）
井上（ＴＯＭＯＲＲＯＷ） 笈川（ＳＰＴＣ）
中⼭（ＴＯＭＯＲＲＯＷ） 久原（シークエスト）
⻫藤（船橋さくら） ◎ 工藤（ＳＰＴＣ）
松永（華組） 昼田（ファーストプライズ）
江上（ファーストプライズ） 原（個人）
相原（ファーストプライズ） ◎ ⻄⼭（個人）

◎ 眞鍋（スマイルズ） 椎名（ｙｅｌｌ）
加藤（ＢＥＡＮＳ） 松本（Ｔ．Ｈｏｎｇｏ）
小田（Ｇｌｏｒｙ） 高橋（個人）
崎⼭（ＴＯＤＡＹ） 中野（翼）
内田（ラブオール） ⻑田（翼）
正留（ラブオール） ◎ ⼾澤（翼）
澤田（ウイニング） 志方（ＴＯＭＯＲＲＯＷ）
柴﨑（バイキング） 冨田（スピリット）
⻑谷川（アリーナ） ◎ 仁部（ウイニング）
畠中（ＳＨＩＮＲＡ） 近藤（リーベ）
若林（ＮＳＴ） 奥村（アリーナ）
四元（コアＴＣ） ◎ 澤田（ＳＰＴＣ）

◎ 坂元（鷹之台） 小林（鷹之台）
中村（コスモスʼ８１） 久保田（鷹之台）
鈴木（鷹之台） 安⻫（鷹之台）

◎ 佐藤（ルナ） 早川（Ｇｌｏｒｙ）
井之川（ルナ） 藤田（鷹之台）
遠藤（モンスター） 赤石（ＢＥＡＮＳ）

◎ 片⼭（コスモ） 岩田（コスモ）
鈴木（コスモ） 田中（コスモ）
バークスデール（コスモ） 小川（コスモ）
安蒜（ＷＩＮＳ） ◎ 近藤（ＷＩＮＳ）
川島（ＷＩＮＳ） 佐久間（Ｃ．Ｎ．Ｔ）
教学（めぐみ） 紅谷（ＷＩＮＳ）

◎ 田上（船橋さくら） 児玉（船橋さくら）
澤田（アイビー） 芦田（華組）
吉田（船橋さくら） 椎名（アトミック）

◎ 堂地（個人） 唐澤（チームルーク）
吉田（個人） 吉田（ブルーベル）
佐藤（Ｇｌｏｒｙ） 白本（ブルーベル）

◎ 佐藤（鷹之台） 桶谷（鷹之台）
岡本（グリーンヒル） 坂田（ステップアップ）
菅谷（ｖｉｖｉｄ） 坪原（鷹之台）

111 チームてるてる

112 トレビアン

108 チームきさぽん

109 うたせガールズ

110 VAMOS

105 カカオフルーツ

106 昭和レトロマダム

107 チーム大仏

102 Yummy鍋

103 おーいはにゃ丸

104 頂きマンボリアン

99 ナーリーズ

100 カムカムガールズ

101 NEXUS

97 ５０と６０の恵み

98 悪ガキ隊



森重（プルメリア） 蓑津（Ｌｉｅｎ）
池田（プルメリア） 北沢（ＭＥＴＳ）
相良（あどばんていじ） ◎ 小野田（習志野台）

◎ 小宮（ジャスミン） 柴田（Ｒａｌｌｙ）
田口（ジャスミン） 渡邉（チームＹＳ）
林（ジャスミン） 堤（ｖｉｖｉｄ）

◎ 大嶋（総武Ｇ） 倉林（総武Ｇ）
土屋（総武Ｇ） 佐藤（チームＹＳ）
原（ＪＵＪＵ） 鹿島（総武Ｇ）

114 カムカム

115 ビューティセブン

113 チバのビッグボス


