
No.1 宮下（ＪＵＪＵ） 岡田（ＷＥＤ）

No.2 鈴木（ボンバーズ） ◎ 永淵（ＯＡＣ）

No.3 畠中（ＳＨＩＮＲＡ） 若林（ＮＳＴ）

No.1 斉藤（アリーナ） 内海（スパイス）

No.2 永井（レディベア－） 川村（ｐ．ａ．ｐ）

No.3 西原（流山グリーン） ◎ 宮川（小金原）

No.1 佐藤（ウェリナ） 吉田（ウェリナ）

No.2 菅井（ノイエ） 高橋（ノイエ）

No.3 篠塚（ゆうかり） ◎ 宇田川（ゆうかり）

No.1 北沢（ＭＥＴＳ） 山口（Ｌｉｅｎ）

No.2 橋本（総武Ｇ） 丸田（ＭＥＴＳ）

No.3 一瀬（松原ＴＣ） ◎ 横川（チームＹＳ）

No.1 竹村（ＪＵＪＵ） 三好（トラスティ）

No.2 佐々木（ＧＥＮ．Ｔ．Ａ） ◎ 渡辺（ＧＥＮ．Ｔ．Ａ）

No.3 工藤（ＧＥＮ．Ｔ．Ａ） 芦田（華組）

No.1 近藤（ＷＩＮＳ） ◎ 川島（ＷＩＮＳ）

No.2 佐久間（Ｃ．Ｎ．Ｔ） 紅谷（ＷＩＮＳ）

No.3 木場（ＷＩＮＳ） 千浜（ＷＩＮＳ）

No.1 ◎ 神谷（ＷＩＮＳ） 清水（Ｃ．Ｎ．Ｔ）

No.2 藤本（誉田） 笹子（誉田）

No.3 山本（うさぎ） 松本（コスモス’８１）

No.1 田倉（ヘッドアップ） 菊地（小金原）

No.2 豊島（ヘッドアップ） 長岡（レディベア－）

No.3 ◎ 根本（レディベア－） 金井（銀のスプーン）

No.1 澤田（ＳＰＴＣ） 土佐（Ｖ８）

No.2 四元（コアＴＣ） ◎ 近藤（リーベ）

No.3 平山（チームＹＳ） 村中（ローズヒル）

No.1 平（ボンバーズ） 小倉（ボンバーズ）

No.2 岡野（ボンバーズ） 安喰（ボンバーズ）

No.3 ◎ 加賀美（ボンバーズ） 大谷（ときわ平）

No.1 中澤（ブルーエンジェル） 太田（ブルーエンジェル）

No.2 石毛（アルドール） ◎ 根本（ヘッドアップ）

No.3 松澤（イーストン） 吉岡（ロイヤルＳＣ）

No.1 遠藤（Ｔ．ＡＳＫＡ） 三羽（Ｔ．ＡＳＫＡ）

No.2 大木（鷹之台） 相原（鷹之台）

No.3 ◎ 岡野（鷹之台） 田村（ＭＥＴＳ）

No.1 志方（ＴＯＭＯＲＲＯＷ） ◎ 木村（プラスワン）

No.2 三縄（楠クラブ） 志摩（翼）

No.3 嘉山（ＷＩＮＳ） 大谷（翼）

No.1 倉松（小金原） 玉川（ＺＯＮＥ）

No.2 ◎ 大重（小金原） 村田（小金原）

No.3 北島（個人） 鈴木（小金原）

12 丘の上のぷよぷよ

13 チームゆるり

14 スノーウーマン

9 ダークなピッコロ

10 なんでやねん

11 アルパカパカ

6 軽井沢へぴょん

7 ＷＩＮの神だのみ

8 黄金比率

3 もしかして軽井沢

4 団栗遠路遥々

5 みな子Ｓドリーム

　参加者名簿

◎ キャプテン

1 ファンタジスタ

2 ビッグトゥース



No.1 新堀（チャレンジ） 杉野（チャレンジ）

No.2 塚原（翼） 久保田（ミレニアム）

No.3 ◎ 長沼（船橋さくら） 多田（ＷＩＮＳ）

No.1 堀江（翼） 高崎（ＴＯＤＡＹ）

No.2 磯貝（個人） ◎ 阿部（ＺＡＰ）

No.3 山本（プラスワン） 松井（ビクトリー）

No.1 本井（個人） 田辺（個人）

No.2 ◎ 笹田（ＴＯＭＯＲＲＯＷ） 神谷（ＳＰＴＣ）

No.3 井上（ＴＯＭＯＲＲＯＷ） 吉武（ＳＰＴＣ）

No.1 川村（アリーナ） ◎ 飯野（あどばんていじ）

No.2 赤松（ハイサイ） 皆川（Ｌｉｅｎ）

No.3 池野（ＺＯＮＥ） 大塚（ＺＯＮＥ）

No.1 小野田（習志野台） 森重（プルメリア）

No.2 山本（アイズＴＳ） 山本（ローズヒル）

No.3 下名迫（Ｌｉｅｎ） ◎ 朝倉（マリン庭球部）

No.1 中谷（ゆうかり） 蒲生（レディベア－）

No.2 平山（ゆうかり） ◎ 沖田（ゆうかり）

No.3 田村（ゆうかり） 矢口（ゆうかり）

No.1 蓑津（Ｌｉｅｎ） 稲葉（個人）

No.2 寺本（ＳＰＴＣ） ◎ 植草（ＳＰＴＣ）

No.3 川村（チームルーク） 水谷（流山グリーン）

No.1 千葉（船橋さくら） 遠藤（個人）

No.2 島森（チームＹＳ） 清宮（チームＹＳ）

No.3 ◎ 菅佐原（チームＹＳ） 清水（鷹之台）

No.1 滑川（ブルーエンジェル） 久恒（ブルーエンジェル）

No.2 塚越（ブルーエンジェル） 星（ブルーエンジェル）

No.3 岩月（イーストン） ◎ 柴田（ブルーエンジェル）

No.1 田口（ゆうかり） ◎ 平元（ラフィーク）

No.2 高橋（ラフィーク） 長村（ラフィーク）

No.3 森（ラフィーク） 才善（ラフィーク）

No.1 平栗（個人） 平野（個人）

No.2 岩田（ローズヒル） 水野（ローズヒル）

No.3 ◎ 池田（ローズヒル） 長谷部（習志野台）

No.1 甲斐（北柏ＬＴＣ） 山澤（ブルーエンジェル）

No.2 高木（ＺＯＮＥ） 吉原（銀のスプーン）

No.3 ◎ 山崎（銀のスプーン） 安田（レディベア－）

No.1 ◎ 武藤（ＭＵＵ） 鈴木（スマッシュ）

No.2 和田（アイビー） 松田（Ｌｉｅｎ）

No.3 中嶋（ラブオール） 川又（個人）

No.1 小林（Ｐｕｒｅｓ） 芝田（ベルベット）

No.2 ◎ 武田（レディベア－） 小林（レディベア－）

No.3 山﨑（レディベア－） 黒木（流山グリーン）

No.1 池田（プレジール） 加賀谷（めぐみ）

No.2 小川（コスモ） ◎ 清水（コスモ）

No.3 鈴木（ＣＣＬ） 広田（テニスキューブ）

27 舞い上がってる

28 チームのびしろ

29 Ｃｈｅｅｒｆｕｌ

24 ＳＵＮ

25 うさぎダンス

26 Ｔｅａｍ　ＫＹＴ

21 ＩＣＯＣＡ軽井沢

22 ハイファイブズ

23 チーム　ブルエン

18 ようこそ柏に

19 どうする朝倉殿

20 ピンクレディース

15 ラビットガールズ

16 エンジョイ

17 美女が野獣



No.1 秋家（アルドール） ◎ 立川（アルドール）

No.2 岡本（Ｔ．ＡＳＫＡ） 佐藤（スマイルズ）

No.3 赤瀬（Ｂ．ＷＡＶＥ） 大平（ＳＴＯＲＭ）

No.1 妹尾（オルウェイズ） 中台（オルウェイズ）

No.2 ◎ 櫛田（オルウェイズ） 菊地（オルウェイズ）

No.3 高橋（オルウェイズ） 成富（オルウェイズ）

No.1 ◎ 鈴木（松原ＴＣ） 笠井（アールグレイ）

No.2 早野（個人） 小松（鷹之台）

No.3 小林（鷹之台） 西田（オルウェイズ）

No.1 小倉（Ｒａｌｌｙ） 山中（Ｒａｌｌｙ）

No.2 河内（ＪＵＪＵ） ◎ 磯野（袖ヶ浦）

No.3 本田（袖ヶ浦） 青柳（ＳＰＴＣ）

No.1 ◎ 橋本（船橋さくら） 前川（オルウェイズ）

No.2 武内（船橋さくら） 坂本（ＴＯＡＳＴ）

No.3 藤ヶ森（船橋さくら） 蒲谷（オルウェイズ）

No.1 河本（マリン庭球部） 中村（アルドール）

No.2 木戸秋（個人） ◎ 黒井（マリン庭球部）

No.3 荒井（アイビー） 田上（船橋さくら）

No.1 佐瀬（日の出ＴＣ） ◎ 大貫（Ｒ．Ｓ．）

No.2 花崎（パラソル） 佐久間（ＺＡＰ）

No.3 新井（ファーストプライズ） 川合（ファーストプライズ）

No.1 國井（習志野台） 住谷（習志野台）

No.2 神﨑（Ｌｉｅｎ） 佐田（スパイス）

No.3 松平（船橋さくら） ◎ 市川（船橋さくら）

No.1 菅原（アリーナ） 長谷川（アリーナ）

No.2 竹内（リーベ） 木下（オルウェイズ）

No.3 ◎ 柴﨑（バイキング） 仁部（ウイニング）

No.1 良元（袖ヶ浦） 宮田（ＧＥＮ．Ｔ．Ａ）

No.2 志馬田（Ｌｉｅｎ） 宮崎（アイズＴＳ）

No.3 小御門（総武Ｇ） ◎ 門多（ＧＥＮ．Ｔ．Ａ）

No.1 帆足（ＣＡ稲毛） ◎ 足立（ＭＵＵ）

No.2 浜崎（ＭＵＵ） 北本（ＭＵＵ）

No.3 原（ＭＵＵ） 入矢（ＫＦＴ）

No.1 重留（めぐみ） ◎ 本間（めぐみ）

No.2 須田（イレブン） 風見（ふたば）

No.3 朝来野（ｗｉｓｈ） 村山（ＴＯＤＡＹ）

No.1 大杉（個人） 清水（Ｖ８）

No.2 有馬（Ｖ８） ◎ 東地（Ｖ８）

No.3 坂本（Ｖ８） 望月（Ｖ８）

No.1 大西（ミニーズ） 山田（ｖｉｖｉｄ）

No.2 末次（ミニーズ） 矢澤（リーベ）

No.3 立野（フレンズ） ◎ 窪西（ビクトリー）

No.1 ◎ 相良（あどばんていじ） 池田（プルメリア）

No.2 東（ＳＴＯＲＭ） 押之見（ＳＴＯＲＭ）

No.3 菅原（ウェリナ） 井上（ＴＯＤＡＹ）

42 青ざめたパンダ

43 ツルヤオリジナル

44 レインボー

39 アンフィニー

40 ＫｅａＳｉｘ

41 ＳＭＡＳＨ風

36 がんばルンバ

37 ネクサス

38 あっかるいざわ

33 こうちゃんず

34 ベストバディーズ

35 ヴィヴィアン

30 ＰＲＯＴＥＩＯＳ

31 にんげんだもの

32 ふらいでぃくらぶ



No.1 斎藤（トラスティ） 管野（トラスティ）

No.2 ◎ 平岡（ｙｅｌｌ） 土田（トラスティ）

No.3 佐藤（鷹之台） 岡本（ｙｅｌｌ）

No.1 穴口（松原ＴＣ） 木下（松原ＴＣ）

No.2 西原（アトミック） 岩間（ローズヒル）

No.3 ◎ 佐藤（秋桜庭球会） 宇田川（パラソル）

No.1 小林（ゆうかり） 森脇（ゆうかり）

No.2 梅本（ゆうかり） ◎ 前野（イーストン）

No.3 中村（ラフィーク） 竹中（ゆうかり）

45 トレビアン

46 カオルと仲間たち

47 ノット　フォルト


