
No.1 宮下（ＪＵＪＵ） 沢出（ＷＥＤ）

No.2 髙月（Ｐｕｒｅｓ） ◎ 永淵（ＯＡＣ）

No.3 畠中（ＳＨＩＮＲＡ） 若林（ＮＳＴ）

No.1 土田（トラスティ） 合田（トラスティ）

No.2 濱口（鷹之台） 永井（うさぎ）

No.3 ◎ 岡野（鷹之台） 相原（鷹之台）

No.1 磯崎（アルドール） 椙山（アルドール）

No.2 村上（プレジール） 渡邊（プレジール）

No.3 ◎ 岩泉（ＷＩＮＳ） 小倉（ＴＣらぴす）

No.1 熊本（袖ヶ浦） 加賀谷（めぐみ）

No.2 山﨑（ペップ） バークスデール（コスモ）

No.3 ◎ 荒井（ＣＣＬ） 渡部（うさぎ）

No.1 月脚（チームＹＳ） 倉方（ＪＵＪＵ）

No.2 ◎ 青木（アリーナ） 田村（Ｐｕｒｅｓ）

No.3 安藤（更科庭球会） 斉藤（船橋さくら）

No.1 野原（リエゾン） 土田（鷹之台）

No.2 冨野（鷹之台） ◎ 藏川（鷹之台）

No.3 川口（鷹之台） 山本（鷹之台）

No.1 武藤（さくら） 石川（ＨＡＰＰＹ）

No.2 本間（めぐみ） 吉田（ＴＣらぴす）

No.3 阿形（ｐ．ａ．ｐ） ◎ 菊池（バイキング）

No.1 國井（習志野台） ◎ 清水川（袖ヶ浦）

No.2 工藤（ＧＥＮ．Ｔ．Ａ） 小林（コアＴＣ）

No.3 白﨑（マリン庭球部） 阿部（Ｃ．Ｎ．Ｔ）

No.1 ◎ 竹村（ＪＵＪＵ） 三好（トラスティ）

No.2 中原（Ｌａｐｉｓ） 矢澤（リーベ）

No.3 油屋（翼） 藤田（向日葵）

No.1 穴口（松原ＴＣ） 後藤（松原ＴＣ）

No.2 ◎ 佐藤（秋桜庭球会） 宇田川（パラソル）

No.3 木下（松原ＴＣ） 鳥居（松原ＴＣ）

No.1 垣屋（パラソル） 川副（パラソル）

No.2 吉川（ＺＡＰ） 阿部（ＺＡＰ）

No.3 今井（個人） ◎ 垣屋（パラソル）

No.1 笠井（アールグレイ） 鈴木（松原ＴＣ）

No.2 ◎ 早野（個人） 小松（鷹之台）

No.3 秋山（ボンバーズ） 小林（鷹之台）

No.1 高梨（ＮＳＴ） 宮内（ＮＳＴ）

No.2 三縄（楠クラブ） 山川（楠クラブ）

No.3 竹内（リーベ） ◎ 関川（ＮＳＴ）

3 TAROS

4 グローバルＧ

5 フォルトゥーナ

　参加者名簿
◎ キャプテン

1 ファンタジスタ

2 愛の軽井沢着

9 行こう軽井沢

10 ルート464

11 大阪なおみ応援団

6 黄色いレモン

7 ドライフラワー

8 ぼちぼち行こか

12 ふらいでー倶楽部

13 KUSUKUSU



No.1 吉田（ぐりーん） 前田（トパーズ）

No.2 田中（ぐりーん） 一瀬（トパーズ）

No.3 江上（アルドール） ◎ 田中（トパーズ）

No.1 永山（トラスティ） 齊藤（トラスティ）

No.2 ◎ 渡辺（佐倉スポーレ） 山本（ＳＴＣ）

No.3 島森（チームＹＳ） 小沼（佐倉スポーレ）

No.1 富田（トラスティ） 佐藤（コアＴＣ）

No.2 日下（鷹之台） ◎ 平井（コスモ）

No.3 那和（トラスティ） 吉田（稲毛フラワー）

No.1 林（稲毛フラワー） 森田（チャンス）

No.2 木下（オルウェイズ） ◎ 今井（チャンス）

No.3 高橋（佐倉スポーレ） 石毛（アートヒル）

No.1 三浦（鷹之台） 大牧（佐倉スポーレ）

No.2 久保（佐倉スポーレ） 海江田（うさぎ）

No.3 野本（佐倉スポーレ） ◎ 玉重（佐倉スポーレ）

No.1 小川（デルフィス） 実広（ふたば）

No.2 帆足（ＣＡ稲毛） 足立（ＳＷＩＮＧ）

No.3 ◎ 菅佐原（チームＹＳ） 清宮（チームＹＳ）

No.1 安蒜（ＷＩＮＳ） 田路（トマト）

No.2 熊野（アルドール） 山本（ｖｉｖｉｄ）

No.3 ◎ 堤（ｖｉｖｉｄ） 細野（華組）

No.1 石井（ぐりーん） 川島（ＷＩＮＳ）

No.2 鈴木（個人） 足立（個人）

No.3 ◎ 青野（リーベ） 広田（テニスキューブ）

No.1 高木（ＣＣＬ） 古川（ステップアップ）

No.2 ◎ 新井（ステップアップ） 入沢（コスモ）

No.3 木村（ステップアップ） 横山（コスモ）

No.1 高橋（個人） 堂地（個人）

No.2 須田（個人） ◎ 小谷（個人）

No.3 長塚（モンスター） 円城寺（Ｃ．Ｎ．Ｔ）

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 桂田（ローズヒル） ◎ 高橋（ローズヒル）

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）

No.1 新堀（チャレンジ） 杉野（チャレンジ）

No.2 志馬田（Ｌｉｅｎ） 宮崎（ラブオール）

No.3 清水（ＧＥＮ．Ｔ．Ａ） ◎ 門多（ＧＥＮ．Ｔ．Ａ）

15 コピンヌ

16 薔薇色サンダー

17 Goto軽井沢

14 昼に駆ける

21 テニきゅんです

22 決め決め刃

23 バックマウンテン

18 佐倉スポーレ

19 ハイファイブズ

20 かりんとう

24 薔薇エティ6

25 ノルウェージャン

26 ミックスナッツ



No.1 岩間（ＭＥＴＳ） 丸田（ＭＥＴＳ）

No.2 ◎ 朝来野（ｗｉｓｈ） 工藤（ｗｉｓｈ）

No.3 佐久間（ＺＡＰ） 丸山（クレッシェンド）

No.1 ◎ 川口（プラスワン） 千葉（プラスワン）

No.2 前野（ハザード） 麻上（プラスワン）

No.3 佃（翼） 窪西（ビクトリー）

No.1 本井（ＺＡＰ） 田辺（アトミック）

No.2 後藤（翼） 白川（Ｂ．ＷＡＶＥ）

No.3 井上（ＴＯＭＯＲＲＯＷ） ◎ 吉武（ＳＰＴＣ）

No.1 相良（あどばんていじ） 池田（プルメリア）

No.2 武内（船橋さくら） 坂本（ＴＯＡＳＴ）

No.3 田上（船橋さくら） ◎ 橋本（船橋さくら）

No.1 後藤（ＫＦＴ） ◎ 坂本（グリーンヒル）

No.2 和田（Ｓ．ＭＩＸ） 宮内（アートヒル）

No.3 吉田（船橋さくら） 橋本（Ｓ．ＭＩＸ）

No.1 佐藤（チームＹＳ） 伊尾喜（チームＹＳ）

No.2 ◎ 橋本（総武Ｇ） 佐藤（総武Ｇ）

No.3 横川（チームＹＳ） 一瀬（松原ＴＣ）

No.1 志方（ＴＯＭＯＲＲＯＷ） 志摩（翼）

No.2 嘉山（ＷＩＮＳ） 大谷（翼）

No.3 ◎ 木村（プラスワン） 中野（ＴＯＭＯＲＲＯＷ）

No.1 長谷部（習志野台） 赤松（ハイサイ）

No.2 遠藤（Ｔ．ＡＳＫＡ） 三羽（Ｔ．ＡＳＫＡ）

No.3 石﨑（ハザード） ◎ 宇田川（ゆうかり）

No.1 清田（オルウェイズ） 平尾（オルウェイズ）

No.2 平（イレブン） 小倉（ボンバーズ）

No.3 押尾（レディベア－） ◎ 高木（オルウェイズ）

No.1 小笠原（ペップ） 片山（コスモ）

No.2 斉藤（コスモ） 谷本（ＪＵＪＵ）

No.3 宮本（うさぎ） ◎ 川口（Ｂ．ＷＡＶＥ）

No.1 佐竹（コアＴＣ） 岡（コアＴＣ）

No.2 河内（ＪＵＪＵ） ◎ 原（Ｔ．Ｍ．Ｉ）

No.3 大平（ＳＴＯＲＭ） 赤瀬（Ｂ．ＷＡＶＥ）

No.1 蓑津（Ｌｉｅｎ） 稲葉（個人）

No.2 大木（鷹之台） 松本（アトミック）

No.3 ◎ 小島（鷹之台） 山本（アイズＴＳ）

No.1 津田（Ｒａｌｌｙ） 伊藤（プレジール）

No.2 寺澤（ＴＣらぴす） 越川（オルウェイズ）

No.3 庄司（ＶＩＰ習志野台） ◎ 平川（ＨＡＰＰＹ）

27 AZUL

28 タオル体操部

29 軽井沢の第７世代

33 なおみかなおこか

34 トラバース

35 エンジョイ

30 チームワクワク

31 おテニスやん

32 クレッシェンド

39 レッツゴー軽井沢

36 コロナ対3ペア

37 パキラ

38 軽井沢ショット



No.1 教学（めぐみ） 天川（さくら）

No.2 佐久間（Ｃ．Ｎ．Ｔ） ◎ 近藤（ＷＩＮＳ）

No.3 木場（ＷＩＮＳ） 千浜（ＷＩＮＳ）

No.1 ◎ 廣瀬（ＴＯＭＯＲＲＯＷ） 鈴木（ＷＥＤ）

No.2 石橋（個人） 佐藤（個人）

No.3 吉田（ブルーエンジェル） 大谷（田喜野井Ｇ）

No.1 田中（リーベ） 冨樫（向日葵）

No.2 鮎田（総武Ｇ） 小野寺（総武Ｇ）

No.3 ◎ 山﨑（ＳＴＣ） 荘（楠クラブ）

No.1 菅谷（ｖｉｖｉｄ） 桶谷（鷹之台）

No.2 ◎ 中村（鷹之台） 佐藤（鷹之台）

No.3 高橋（ＳＴＣ） 粟津（鷹之台）

No.1 吉野（翼） 星野（翼）

No.2 ◎ 笹田（ＴＯＭＯＲＲＯＷ） 仲田（Ｒ．Ｓ．）

No.3 熊谷（Ｖ８） 富永（Ｖ８）

No.1 紙田（チームＹＳ） ◎ 磯野（袖ヶ浦）

No.2 本田（袖ヶ浦） 村中（ローズヒル）

No.3 八田（チームＹＳ） 遠藤（チームＹＳ）

No.1 北沢（ＭＥＴＳ） 村上（マリン庭球部）

No.2 山内（ＭＥＴＳ） ◎ 岡元（マリン庭球部）

No.3 佐野（Ｂｏｎｄｓ　ＴＡ） 斉藤（Ｂｏｎｄｓ　ＴＡ）

No.1 佐々木（デルフィス） 行縄（テニスキューブ）

No.2 川口（デルフィス） 柴山（Ｋｅｎ’ｓ）

No.3 ◎ 浦尾（ＡＳＵＫＡ） 秋元（イレブン）

No.1 中山（チームＹＳ） ◎ 澤田（ウイニング）

No.2 柴﨑（バイキング） 長谷川（アリーナ）

No.3 橋本（個人） 仁部（ウイニング）

No.1 佐田（スパイス） 高橋（ローズヒル）

No.2 ◎ 岩上（ＳＨＩＮＲＡ） 大塚（ＴＯＡＳＴ）

No.3 池野（ＺＯＮＥ） 平岡（ＴＯＡＳＴ）

No.1 野中（ステップアップ） 松尾（アイズＴＳ）

No.2 荻野（チャンス） ◎ 家入（青葉台レディース）

No.3 山田（ミニーズ） 加藤（チャンス）

No.1 田口（ゆうかり） 才善（ラフィーク）

No.2 篠原（アイズＴＳ） ◎ 平元（ラフィーク）

No.3 山田（ゆうかり） 長村（ラフィーク）

No.1 島田（成田ローン） 星野（成田ローン）

No.2 ◎ 長谷部（成田ローン） 秋田（ＮＳＴ）

No.3 小山（成田ローン） 佐藤（成田ローン）

40 リターンズ6

41 ねえやんと仲間達

45 ヤチガウラー

46 ボンマメッツ

47 Ubers

42 ナイスミドル

43 風越へＧＯ

44 アメフラシ

51 SUNチーム

52 ハンディ膝腰手首

48 茶乱歩乱2021

49 獣行く花道

50 軽井沢行っとこか



No.1 ◎ 大西（ミニーズ） 山田（ｖｉｖｉｄ）

No.2 末次（ミニーズ） 神谷（ＳＰＴＣ）

No.3 立野（Ｔ．Ｍ．Ｉ） 田中（翼）

No.1 ◎ 池淵（オルウェイズ） 東（ＧＥＮ．Ｔ．Ａ）

No.2 大出（総武Ｇ） 土谷（グリーン’Ｓ）

No.3 白石（総武Ｇ） 大嶋（総武Ｇ）

No.1 末口（プレジール） 清水（鷹之台）

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 兼松（Ｐｕｒｅｓ） 岡本（Ｔ．ＡＳＫＡ）

No.2 千葉（船橋さくら） 児玉（船橋さくら）

No.3 松平（船橋さくら） ◎ 市川（船橋さくら）

No.1 近藤（リーベ） 内海（スパイス）

No.2 平山（チームＹＳ） ◎ 鈴木（ボンバーズ）

No.3 岡野（ボンバーズ） 安喰（ボンバーズ）

No.1 五十嵐（総武Ｇ） 平岡（リエゾン）

No.2 小川（コスモ） 坂田（ステップアップ）

No.3 ◎ 佐藤（鷹之台） 岡本（グリーンヒル）

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）

53 鬼滅のラケット

57 笑顔でGO

58 プルメリア

59 スマイルパワー

54 ダイナマイト21

55 軽いざわめき

56 サクラドロップス


	名簿

