
No.1 若山（ＪＵＪＵ） 杉山（ＪＵＪＵ）

No.2 日向（ＷＥＤ） 河合（ＷＥＤ）

No.3 ◎ 萱野（イースタン） 岡山（イースタン）

No.1 安池（ＣＣＬ） 奥田（はなみずき）

No.2 ◎ 高木（ＣＣＬ） 青木（青葉台レディース）

No.3 岩田（スイートミント） 家入（青葉台レディース）

No.1 ◎ 近藤（ＷＩＮＳ） 教学（めぐみ）

No.2 千浜（ＷＩＮＳ） 小林（うさぎ）

No.3 木場（ＷＩＮＳ） 原田（ビクトリー）

No.1 小林（さむぅ～ず） 栗原（さむぅ～ず）

No.2 ◎ 池田（ローズヒル） 佐藤（ＭＵＵ）

No.3 高橋（ローズヒル） 鈴木（ローズヒル）

No.1 ◎ 大木（鷹之台） 中山（鷹之台）

No.2 大沼（うさぎ） 岩田（フレンズ）

No.3 粟津（鷹之台） 田村（ＭＥＴＳ）

No.1 工藤（ＧＥＮ．Ｔ．Ａ） 小林（コアＴＣ）

No.2 ◎ 明石（ＷＩＮＳ） 鈴木（松原ＴＣ）

No.3 笠井（アールグレイ） 小林（鷹之台）

No.1 池田（ＣＣＬ） 中山（グリーンヒル）

No.2 佐久間（Ｃ．Ｎ．Ｔ） 阿部（鷹之台）

No.3 ◎ 佐藤（鷹之台） 岡本（グリーンヒル）

No.1 河村（ＶＩＰ習志野台） 村中（ローズヒル）

No.2 ◎ 平山（チームＹＳ） 遠藤（チームＹＳ）

No.3 菅佐原（チームＹＳ） 清宮（チームＹＳ）

No.1 ◎ 池田（高洲） 中山（高洲）

No.2 島田（ＡＳＵＫＡ） 田澤（高洲）

No.3 菅藤（高洲） 今井（高洲）

No.1 ◎ 追留（ＲＯＯＴＳ） 鯨岡（テニスキューブ）

No.2 南部（ＲＯＯＴＳ） 小川（ＲＯＯＴＳ）

No.3 片岡（ＲＯＯＴＳ） 川久保（ＲＯＯＴＳ）

No.1 荒井（アイビー） 笹沼（アイビー）

No.2 和田（アイビー） 鶴谷（チャレンジ）

No.3 中村（アイビー） ◎ 川又（Ｌｉｅｎ）

No.1 髙﨑（ＨＡＰＰＹ） 高木（リエゾン）

No.2 花澤（テニスキューブ） 谷本（ＪＵＪＵ）

No.3 ◎ 荒井（ＣＣＬ） 渡部（うさぎ）

No.1 古本（佐倉スポーレ） 野本（佐倉スポーレ）

No.2 久保（佐倉スポーレ） 森野（アートヒル）

No.3 宮本（うさぎ） ◎ 玉重（佐倉スポーレ）

No.1 川地（ＭＵＵ） 永澤（スマッシュ）

No.2 西村（ローズヒル） 細野（華組）

No.3 ◎ 依田（スマッシュ） 鈴木（スマッシュ）

No.1 磯野（袖ヶ浦） 木下（オルウェイズ）

No.2 熊本（袖ヶ浦） ◎ 清水川（袖ヶ浦）

No.3 紫谷（袖ヶ浦） 川口（Ｂ．ＷＡＶＥ）

3 テニスを止めるな

4 ガンバルンバ

5 満 腹 家 族

　参加者名簿
◎ キャプテン

1 男前で行こう

2 平成最後楽しみ隊

9 やっさんず

10 Ｎ２０３Ｋ連盟

11 軽井沢に行きたい

6 マーブルチョコ

7 テニスファースト

8 ブラックホール

15 ガンバレルヤン

12 レッツラゴー

13 佐倉スポーレ

14 カレイなる６人衆



No.1 植草（ＳＰＴＣ） ◎ 澤田（ＳＰＴＣ）

No.2 寺本（ＳＰＴＣ） 飯野（あどばんていじ）

No.3 川村（サミット） 藤田（向日葵）

No.1 松下（マリン庭球） ◎ 岡元（マリン庭球）

No.2 村上（マリン庭球） 斉藤（Ｂｏｎｄｓ　ＴＡ）

No.3 平川（ＨＡＰＰＹ） 伊藤（プレジール）

No.1 伊藤（めぐみ） 近藤（成田ローン）

No.2 八角（志津） 田中（木曜会）

No.3 坂口（木曜会） ◎ 多々良（ＯＡＣ）

No.1 押尾（レディベア－） 太田（ブルーエンジェル）

No.2 小芝（ノイエ） 川畑（オルウェイズ）

No.3 内田（松原ＴＣ） ◎ 高橋（ノイエ）

No.1 森田（ステップアップ） 須藤（コスモス’８１）

No.2 ◎ 山畑（リーフ） 熊谷（リーフ）

No.3 藤木（コスモ） 森川（リーフ）

No.1 ◎ 佐藤（秋桜庭球会） 宇田川（パラソル）

No.2 竹内（Ｒ．Ｓ．） 橋本（船橋さくら）

No.3 加倉井（フレンズ） 田上（船橋さくら）

No.1 森田（チャンス） 林（稲毛フラワー）

No.2 荒木（ＳＨＩＮＲＡ） 小沼（佐倉スポーレ）

No.3 ◎ 島森（チームＹＳ） 宮崎（アートヒル）

No.1 長谷川（アリーナ） 菅原（アリーナ）

No.2 髙月（Ｐｕｒｅｓ） ◎ 森田（ウイニング）

No.3 加納（ＴＯＭＯＲＲＯＷ） 丸一（チームＹＳ）

No.1 新井（ファーストプライズ） 花崎（パラソル）

No.2 ◎ 大貫（Ｒ．Ｓ．） 長沼（船橋さくら）

No.3 梅田（ビクトリー） 川合（ファーストプライズ）

No.1 ◎ 早野（ＷＩＮＳ） 岩泉（ＷＩＮＳ）

No.2 神谷（ＷＩＮＳ） 斎藤（うさぎ）

No.3 長野（ＷＩＮＳ） 新井（ＷＩＮＳ）

No.1 市川（ベルビュー） 澤田（ウイニング）

No.2 荻野（チャンス） ◎ 仁部（ウイニング）

No.3 加賀谷（めぐみ） 阿部（グリーンヒル）

No.1 住田（ボンバーズ） ◎ 原田（ボンバーズ）

No.2 加賀美（ボンバーズ） 岡田（Ｐｕｒｅｓ）

No.3 足立（ハザード） 桜井（ＳＰＡＲＫ）

No.1 山田（ｖｉｖｉｄ） ◎ 原（Ｔ．Ｍ．Ｉ）

No.2 佐竹（コアＴＣ） 岡（コアＴＣ）

No.3 山本（Ｔ．Ｍ．Ｉ） 鈴木（Ｔ．Ｍ．Ｉ）

No.1 堀江（翼） ◎ 岡田（翼）

No.2 磯貝（個人） 堀井（Ｔ．Ｍ．Ｉ）

No.3 崎山（ＴＯＤＡＹ） 赤司（個人）

No.1 ◎ 渡邉（ボンバーズ） 田上（ボンバーズ）

No.2 鈴木（ボンバーズ） 冨田（スピリット）

No.3 岡野（ボンバーズ） 安喰（ボンバーズ）

16 ＩＣＯＣＡ軽井沢

17 てるてるガールズ

21 バ モ ス

22 アングルショット

23 はっぴいえんど

18 満 身 創 痍

19 チーム 違打点

20 Ｈｅｙ Ｓａｙ

27 わんチャンス

28 肌寒いけどっ

29 リコリス

24 お世話になります

25 キラキラ６

26 世界のＮＡＯみ

30 ぼんボンＢＯＭ



No.1 近藤（リーベ） 和田（オークランド）

No.2 ◎ 竹内（リーベ） 永淵（ＯＡＣ）

No.3 林（ペップ） 樫原（リーベ）

No.1 志馬田（Ｌｉｅｎ） 宮崎（ラブオール）

No.2 井田（ＭＵＵ） ◎ 門多（ＧＥＮ．Ｔ．Ａ）

No.3 安井（ＧＥＮ．Ｔ．Ａ） 戸田（リトルｂｙリトル）

No.1 米田（翼） 小野寺（総武Ｇ）

No.2 室伏（楠クラブ） ◎ 松田（ＳＴＣ）

No.3 山﨑（ＳＴＣ） 鮎田（総武Ｇ）

No.1 三橋（ＡＳＵＫＡ） 横尾（コアＴＣ）

No.2 西沢（鷹之台） 石崎（鷹之台）

No.3 金子（鷹之台） ◎ 南部（鷹之台）

No.1 固本（Ｔ．ＡＳＫＡ） 増田（テニスキューブ）

No.2 三羽（Ｔ．ＡＳＫＡ） ◎ 遠藤（Ｔ．ＡＳＫＡ）

No.3 石井（コスモ） 浦尾（ＡＳＵＫＡ）

No.1 吉田（ＴＣらぴす） 武藤（さくら）

No.2 ◎ 本間（めぐみ） 細田（Ｔ．Ｈｏｎｇｏ）

No.3 篠田（めぐみ） 中村（さくら）

No.1 梅本（スマイル） ◎ 田口（ゆうかり）

No.2 篠原（イレブン） 平元（ラフィーク）

No.3 山田（ゆうかり） 長村（ラフィーク）

No.1 志方（ＴＯＭＯＲＲＯＷ） 佐藤（ＷＥＤ）

No.2 志摩（翼） 大谷（翼）

No.3 嘉山（アトミック） ◎ 木村（プラスワン）

No.1 八田（チームＹＳ） 大塚（ＴＯＡＳＴ）

No.2 ◎ 佐田（スパイス） 高橋（ローズヒル）

No.3 松平（船橋さくら） 平岡（ＴＯＡＳＴ）

No.1 熊崎（千葉ガーデン） 大関（ブルーベル）

No.2 ◎ 長谷部（もえぎ） 亀井（うさぎ）

No.3 田中（コスモ） 苅部（はなみずき）

No.1 川合（ステップアップ） 永池（ステップアップ）

No.2 石塚（ステップアップ） ◎ 大川（ステップアップ）

No.3 今川（ステップアップ） 丹（ステップアップ）

No.1 川崎（ハイブリッド吉岡） 高石（リーベ）

No.2 ◎ 青野（リーベ） 倉林（ローズヒル）

No.3 田中（リーベ） 吉富（リーベ）

No.1 小倉（Ｒａｌｌｙ） 山中（Ｒａｌｌｙ）

No.2 山本（ｖｉｖｉｄ） 川島（ＷＩＮＳ）

No.3 吉田（船橋さくら） ◎ 松岡（ＷＩＮＳ）

No.1 神谷（ＳＰＴＣ） 都築（Ｖ８）

No.2 ◎ 窪園（Ｖ８） 富田（ビクトリー）

No.3 熊谷（Ｖ８） 富永（Ｖ８）

No.1 ◎ 片山（高根台ＴＣ） 澤野（チームＹＳ）

No.2 野口（佐倉スポーレ） 高橋（佐倉スポーレ）

No.3 長谷部（成田ローン） 秋田（ＮＳＴ）

33 笑顔はNO.１

34 軽～いざわめき

35 虹のてっぺん

31 リーベ・ワン

32 チームボヘミアン

39 平 成 獣 主 義

40 チェリー蕾

41 ウェンディ

36 テニスらぶ３

37 ブルーミング

38 なおみかなおこか

45 何しに軽井沢へ

42 リーベ・ブー

43 キューピー隊

44 猪突猛進軽井沢



No.1 吉野（翼） 田辺（アトミック）

No.2 隆杉（プラスワン） 依田（殿山）

No.3 國定（翼） ◎ 西野（翼）

No.1 山本（プレジール） 𠮷𠮷村（トラスティ）

No.2 増山（さくら） ◎ 平井（コスモ）

No.3 那和（トラスティ） 小林（テニスキューブ）

No.1 濱口（鷹之台） 永井（うさぎ）

No.2 細江（鷹之台） 戸田（鷹之台）

No.3 ◎ 中村（鷹之台） 佐藤（鷹之台）

No.1 清水（コスモ） 高橋（千葉ガーデン）

No.2 ◎ 小川（コスモ） 片山（コスモ）

No.3 広田（テニスキューブ） 渡辺（テニスキューブ）

No.1 津下（ＣＣＬ） ◎ 古川（ステップアップ）

No.2 木村（ステップアップ） 渡部（青葉台レディース）

No.3 横山（コスモ） 菅沼（ＣＣＬ）

No.1 大牧（佐倉スポーレ） 三浦（鷹之台）

No.2 遠藤（鷹之台） ◎ 野田（鷹之台）

No.3 斧渕（鷹之台） 久保田（鷹之台）

No.1 五十嵐（総武Ｇ） ◎ 矢澤（リーベ）

No.2 石井（ぐりーん） 安斉（鷹之台）

No.3 柴田（リーベ） 高橋（ＳＴＣ）

No.1 小笠原（ペップ） 平賀（ＳＰＴＣ）

No.2 ◎ 神﨑（Ｌｉｅｎ） 青柳（ＳＰＴＣ）

No.3 市川（船橋さくら） 油井（翼）

No.1 ◎ 國井（習志野台） 一瀬（松原ＴＣ）

No.2 末次（ミニーズ） 岡本（Ｔ．ＡＳＫＡ）

No.3 岡野（鷹之台） 岩見（イースタン）

No.1 ◎ 大塚（チームＹＳ） 岩倉（チームＹＳ）

No.2 高杉（チームＹＳ） 市村（チームＹＳ）

No.3 多島（ＯＡＣ） 朝日（総武Ｇ）

No.1 平尾（オルウェイズ） 清田（オルウェイズ）

No.2 高木（オルウェイズ） ◎ 加藤（佐倉スポーレ）

No.3 平（イレブン） 中津川（ＮＳＴ）

No.1 吉沢（習志野台） 清水（鷹之台）

No.2 ◎ 小島（鷹之台） 山崎（Ｔ．Ｈｏｎｇｏ）

No.3 中嶋（ラブオール） 岡野谷（ラブオール）

No.1 良元（袖ヶ浦） ◎ 杉野（チャレンジ）

No.2 井ノ口（秋桜庭球会） 清水（ＧＥＮ．Ｔ．Ａ）

No.3 足立（ＳＷＩＮＧ） 帆足（ＣＡ稲毛）

No.1 ◎ 須田（イレブン） 間部（イレブン）

No.2 遠藤（モンスター） 岡田（トラスティ）

No.3 末口（プレジール） 飯田（ローズヒル）

No.1 ◎ 廣瀬（ＴＯＭＯＲＲＯＷ） 鈴木（ＷＥＤ）

No.2 鈴木（スパイス） 田村（Ｐｕｒｅｓ）

No.3 吉田（ブルーエンジェル） 大谷（田喜野井Ｇ）

46 庭球乱舞夏子姫

47 マイフェアレディ

51 ダルメシアン

52 リーベ ニャン

53 かんちゃんの人柄

48 風越へＧＯ

49 ベリーにゃんズ

50 ガンバレルーヤ

60 ねえやんと軽井沢

57 目指せ軽井沢

58 ドラゴンビーンズ

59 ろっこいち

54 純烈アミーガ

55 チーム遠井沢

56 エースをねらえ


	名簿

