
No.1 大野（Bｏｎｄｓ　TA ） 高山（チームＹＳ）

No.2 小原（ＴＯＭＯＲＲＯＷ） 野口（佐倉スポーレ）

No.3 森満（紙敷） ◎ 栗原（ローズヒル）

No.1 富永（チームＹＳ） 早川（総武Ｇ）

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 井ノ口（秋桜庭球会） 森（ソフィア）

No.2 川畑（オルウェイズ） 高橋（ノイエ）

No.3 三好（まてばしい） ◎ 清水（ＧＥＮ．Ｔ．Ａ）

No.1 遠藤（Ｔ．ＡＳＫＡ） 三羽（Ｔ．ＡＳＫＡ）

No.2 隆杉（プラスワン） 依田（殿山）

No.3 内田（鷹之台） ◎ 井上（ＡＳＵＫＡ）

No.1 本井（ＺＡＰ） 田辺（アトミック）

No.2 ◎ 原（Ｔ．Ｍ．Ｉ） 土屋（Rａｌｌｙ）

No.3 井上（ＴＯＭＯＲＲＯＷ） 赤瀬（Ｂ．ＷＡＶＥ）

No.1 志馬田（Lｉｅｎ） 宮崎（ラブオール）

No.2 荻島（ゆうかり） 森田（ゆうかり）

No.3 井田（ＭＵＵ） ◎ 門多（ＧＥＮ．Ｔ．Ａ）

No.1 吉武（ＳＰＴＣ） ◎ 岩見（イースタン）

No.2 清水（Ｃ．Ｎ．Ｔ） 野田（鷹之台）

No.3 安川（イースタン） 田中（イースタン）

No.1 佐竹（コアＴＣ） 岡（コアＴＣ）

No.2 後藤（翼） ◎ 白川（Ｂ．ＷＡＶＥ）

No.3 佐々木（デルフィス） 古西（トマト）

No.1 岩上（ＳＨＩＮＲＡ） 大塚（ＴＯＡＳＴ）

No.2 佐田（スパイス） 高橋（ローズヒル）

No.3 鈴木（ＴＯＡＳＴ） ◎ 平岡（ＴＯＡＳＴ）

No.1 新堀（チャレンジ） 杉野（チャレンジ）

No.2 帆足（ＣＡ稲毛） ◎ 足立（ＳＷＩＮＧ）

No.3 鈴木（チャレンジ） 鈴木（スマッシュ）

No.1 斉藤（コスモ） 熊本（袖ヶ浦）

No.2 ◎ 堤（ｖｉｖｉｄ） 間宮（マリン庭球）

No.3 熊野（アルドール） 細野（華組）

No.1 竹内（Ｒ．Ｓ．） 小薗江（ベルビュー）

No.2 ◎ 大貫（Ｒ．Ｓ．） 染谷（プラスワン）

No.3 梅田（ビクトリー） 川合（ファーストプライズ）

No.1 土佐（Ｖ８） ◎ 合田（トラスティ）

No.2 五十嵐（総武Ｇ） 今井（チャンス）

No.3 長谷部（もえぎ） 松坂（イレブン）

No.1 ◎ 新井（ＷＩＮＳ） 末口（プレジール）

No.2 神谷（ＷＩＮＳ） 斎藤（うさぎ）

No.3 長野（ＷＩＮＳ） 早野（ＷＩＮＳ）

No.1 井上（ＴＯＤＡＹ） 岡村（テニスキューブ）

No.2 宮本（うさぎ） ◎ 玉重（佐倉スポーレ）

No.3 久保（佐倉スポーレ） 野本（佐倉スポーレ）

No.1 小笠原（ペップ） 平賀（ＳＰＴＣ）

No.2 ◎ 神﨑（Lｉｅｎ） 青柳（ＳＰＴＣ）

No.3 油井（翼） 市川（船橋さくら）

15 佐倉スポーレ

16 かんちゃんの人柄

12 お世話になります

13 千葉六輪

14 イエローボール

9 獣ゆく花道

10 プチ軽気分

11 夢の軽井沢

6 クレッシェンド

7 軽井沢2020

8 うちらの番です

3 レイワマウス

4 軽井ワザ参ります

5 ジャッカるん

　参加者名簿

◎ キャプテン

1 庭球乱舞

2 来たぞ ２０２０



　参加者名簿

◎ キャプテン

No.1 石橋（個人） 佐藤（個人）

No.2 関川（ＮＳＴ） ◎ 山川（楠クラブ）

No.3 若林（ＮＳＴ） 竹内（リーベ）

No.1 ◎ 小川（ROOTS） 近内（もえぎ）

No.2 片岡（ROOTS） 川久保（ROOTS）

No.3 鯨岡（テニスキューブ） 南部（ROOTS）

No.1 荒谷（ＷＩＮＳ） 和田（プレジール）

No.2 松本（ｗｉｓｈ） ◎ 萩原（トラスティ）

No.3 朝来野（ｗｉｓｈ） 澤田（アイビー）

No.1 清水（コスモ） 高橋（千葉ガーデン）

No.2 ◎ 千葉（Ｃｒｏｗｓ） 村川（ＴＣらぴす）

No.3 中嶋（ｐ.ａ.ｐ） 小出（ミニーズ）

No.1 中原（Lａｐｉｓ） 矢澤（リーベ）

No.2 ◎ 青野（リーベ） 倉林（ローズヒル）

No.3 林（ペップ） 岩倉（チームＹＳ）

No.1 冨樫（向日葵） 田中（リーベ）

No.2 柴田（リーベ） 高橋（ＳＴＣ）

No.3 ◎ 中村（鷹之台） 佐藤（鷹之台）

No.1 坪原（鷹之台） 坂田（ステップアップ）

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 森田（チャンス） 林（稲毛フラワー）

No.2 渡辺（佐倉スポーレ） 山本（ＳＴＣ）

No.3 宮崎（アートヒル） ◎ 島森（チームＹＳ）

No.1 磯野（袖ヶ浦） ◎ 清水川（袖ヶ浦）

No.2 本田（袖ヶ浦） 村中（ローズヒル）

No.3 川口（Ｂ．ＷＡＶＥ） 菊池（バイキング）

No.1 川副（パラソル） 垣屋（パラソル）

No.2 吉川（ＺＡＰ） 阿部（ＺＡＰ）

No.3 畑中（ＮＳＴ） ◎ 垣屋（パラソル）

No.1 小野田（習志野台） 清水（鷹之台）

No.2 安江（スピリット） ◎ 笹原（スピリット）

No.3 和田（Ｓ．ＭＩＸ） 宮内（アートヒル）

No.1 大岡（ＪＵＪＵ） 倉方（ＪＵＪＵ）

No.2 ◎ 青木（アリーナ） 月脚（チームＹＳ）

No.3 斉藤（船橋さくら） 中野（ＴＯＭＯＲＲＯＷ）

No.1 ◎ 早野（紙敷） 才善（ラフィーク）

No.2 笠井（アールグレイ） 鈴木（松原ＴC）

No.3 小林（鷹之台） 小松（鷹之台）

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 永池（ステップアップ） 川合（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 簾尾（テニスキューブ） 丹（ステップアップ）

No.1 植草（ＳＰＴＣ） ◎ 澤田（ＳＰＴＣ）

No.2 寺本（ＳＰＴＣ） 和田（ロイヤルＳＣ）

No.3 川村（チームルーク） 水谷（流山グリーン）

30 軽いざわめき

31 チームTanta

32 ICOCA軽井沢

27 綺麗がくる

28 チバニアン

29 ＦＲＩＤＡＹず

24 ハリケーン6

25 ソデニアンぷらす

26 六人囃子

21 甘味処 なおみ

22 風越へGO

23 ニャンダフル

18 GO６輪ピック

19 てくまくまやこん

20 ONE TEAM

17 Non気ーズ



　参加者名簿

◎ キャプテン

No.1 ◎ 四元（コアＴＣ） 鳥海（バイキング）

No.2 枅川（ローズヒル） 内田（松原ＴC）

No.3 安部（鷹之台） 小林（鷹之台）

No.1 小幡（ローズヒル） 山本（オルウェイズ）

No.2 飯田（ローズヒル） 鈴木（ローズヒル）

No.3 ◎ 西村（ローズヒル） 橋本（Ｓ．ＭＩＸ）

No.1 ◎ 田口（ゆうかり） 山田（ゆうかり）

No.2 平元（ラフィーク） 篠原（イレブン）

No.3 高橋（ラフィーク） 長村（ラフィーク）

No.1 固本（Ｔ．ＡＳＫＡ） 安藤（鷹之台）

No.2 ◎ 池田（プレジール） 片山（コスモ）

No.3 石井（コスモ） 川崎（ハイブリッド吉岡）

No.1 山田（ｖｉｖｉｄ） 千葉（プラスワン）

No.2 ◎ 川口（プラスワン） 北嵐（プラスワン）

No.3 立野（Ｔ．Ｍ．Ｉ） 富田（ビクトリー）

No.1 大岡（ＤＲＥＡＭ） 丸田（METS）

No.2 三橋（ＤＲＥＡＭ） 八角（志津）

No.3 ◎ 小澤（ＤＲＥＡＭ） 武田（稲毛フラワー）

No.1 岡部（アルパカ） 北澤（METS）

No.2 田村（METS） 篠島（METS）

No.3 ◎ 粟津（鷹之台） 安斉（鷹之台）

No.1 石川（ｗｉｓｈ） 筒井（翼）

No.2 栗原（さむぅ～ず） 小林（さむぅ～ず）

No.3 藤田（向日葵） ◎ 油屋（翼）

No.1 岩田（ローズヒル） 水野（ローズヒル）

No.2 池田（ローズヒル） 佐藤（ＭＵＵ）

No.3 清水（鷹之台） ◎ 高橋（ローズヒル）

No.1 加賀美（ボンバーズ） 大谷（ときわ平）

No.2 住田（ボンバーズ） ◎ 原田（ボンバーズ）

No.3 山崎（ＳＴＣ） 桜井（ＳＰＡＲＫ）

No.1 濱口（鷹之台） 永井（うさぎ）

No.2 ◎ 木達（うさぎ） 中山（鷹之台）

No.3 大沼（うさぎ） 小林（翼）

No.1 三縄（楠クラブ） 柴﨑（バイキング）

No.2 寺田（田喜野井Ｇ） ◎ 澤田（ウイニング）

No.3 押尾（レディベア－） 仁部（ウイニング）

No.1 志方（ＴＯＭＯＲＲＯＷ） 三宅（翼）

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 蓑津（Lｉｅｎ） 稲葉（個人）

No.2 ◎ 小島（鷹之台） 山本（５エッセンス）

No.3 大木（鷹之台） 松本（アトミック）

No.1 山城（ＳＨＩＮＲＡ） ◎ 佐野（更科庭球会）

No.2 岡村（ＳＰＡＲＫ） 菊池（ＳＰＡＲＫ）

No.3 津下（ＣＣＬ） 大津（更科庭球会）

No.1 宮川（小金原） 田村（Ｐｕｒｅｓ）

No.2 ◎ 廣瀬（ＴＯＭＯＲＲＯＷ） 鈴木（ＷＥＤ）

No.3 吉田（ブルーエンジェル） 大谷（田喜野井Ｇ）

48 軽井沢でタピオカ

45 聖子から聖火へ

46 ラッキーショット

47 ワンぱくチーム

42 わんチャンス

43 でこぼこフレンズ

44 2020茶乱歩乱

39 ナイスショット

40 翔んで軽井沢

41 シックスシグマ

36 チェリーボンボン

37 脂ギッシュ

38 コーンフレーク

33 軽井沢楽笑

34 １チームポンコツ

35 SUNチーム



　参加者名簿

◎ キャプテン

No.1 紙田（チームＹＳ） 八田（チームＹＳ）

No.2 遠藤（チームＹＳ） ◎ 平山（チームＹＳ）

No.3 菅佐原（チームＹＳ） 清宮（チームＹＳ）

No.1 谷口（ＭＵＵ） ◎ 小野寺（総武Ｇ）

No.2 室伏（楠クラブ） 松田（ＳＴＣ）

No.3 鮎田（総武Ｇ） 山﨑（ＳＴＣ）

No.1 本間（めぐみ） 吉田（ＴＣらぴす）

No.2 山内（METS） 中村（さくら）

No.3 篠田（めぐみ） ◎ 細田（T.Hｏｎｇｏ）

No.1 ◎ 國井（習志野台） 澤野（チームＹＳ）

No.2 岡本（Ｔ．ＡＳＫＡ） 末次（ミニーズ）

No.3 岡野（鷹之台） 相原（鷹之台）

No.1 山本（ＴＯＤＡＹ） 伴（ファーストプライズ）

No.2 ◎ 笹田（ＴＯＭＯＲＲＯＷ） 仲田（Ｒ．Ｓ．）

No.3 熊谷（Ｖ８） 富永（Ｖ８）

No.1 教学（めぐみ） 天川（さくら）

No.2 ◎ 近藤（ＷＩＮＳ） 紅谷（ＷＩＮＳ）

No.3 木場（ＷＩＮＳ） 千浜（ＷＩＮＳ）

No.1 松下（マリン庭球） 黒井（マリン庭球）

No.2 坂本（ＴＯＡＳＴ） 武内（船橋さくら）

No.3 ◎ 田上（船橋さくら） 橋本（船橋さくら）

No.1 竹村（ＪＵＪＵ） ◎ 三好（トラスティ）

No.2 河内（ＪＵＪＵ） 花澤（テニスキューブ）

No.3 渡辺（テニスキューブ） 広田（テニスキューブ）

No.1 ◎ 大西（ミニーズ） 赤石（BＥＡＮＳ）

No.2 高木（ＣＣＬ） 青木（青葉台レディース）

No.3 安池（ＣＣＬ） 家入（青葉台レディース）

No.1 渡部（青葉台レディース） 古川（ステップアップ）

No.2 ◎ 木村（ステップアップ） 新井（ステップアップ）

No.3 横山（コスモ） 菅沼（ＣＣＬ）

No.1 池淵（総武Ｇ） 橋爪（オルウェイズ）

No.2 越川（リエゾン） ◎ 山川（マリン庭球）

No.3 木間（アイズTS） 中西（ＧＥＮ．Ｔ．Ａ）

No.1 野澤（Lｉｅｎ） 一瀬（松原ＴC）

No.2 谷岡（さくら） ◎ 佐藤（総武Ｇ）

No.3 横川（チームＹＳ） 岡田（チームＹＳ）

No.1 ◎ 平井（コスモ） 小林（うさぎ）

No.2 吉田（稲毛フラワー） 佐藤（コアＴＣ）

No.3 那和（トラスティ） 伊藤（プレジール）

No.1 石井（ぐりーん） 川島（ＷＩＮＳ）

No.2 泉沢（アポロコースト） 半澤（アポロコースト）

No.3 ◎ 荒井（ＣＣＬ） 谷本（ＪＵＪＵ）

No.1 橋本（総武Ｇ） ◎ 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） 庄司（ＶＩＰ習志野台）

No.1 ◎ 鈴木（ボンバーズ） 永淵（ＯＡＣ）

No.2 冨田（スピリット） 淺井（ＺＯＮＥ）

No.3 岡野（ボンバーズ） 安喰（ボンバーズ）

63 てるガール

64 ヒルSマスター

60 プレミアム６

61 ＳｉｘＳＴＯＮＥ

62 オバさんずロブ

57 チームM2

58 チームＭ１

59 美しき女神達

54 スマイリング６

55 ユナイテッド

56 いこうね軽井沢

51 テニス ラブⅣ

52 ナイスタックル

53 アメフラシ

49 ブラックホール

50 カモン軽井沢


	名簿

