
鹿谷倶楽部 ﾋﾞﾎﾞｰﾝTC 袋井ｸﾗｳﾝ 東陽TS
池谷龍一 高橋太一 児玉　充 宮澤卓也
榑松　希 池谷拓実 大須賀範行 中村尚之
新村泰樹 稲垣文哉 伊藤富二 勝間田恭平
中山　隼 中村　翔 森下政宏 矢作慶太
杉澤　克 長谷川新 朝倉伸吾 大重直也
若山裕貴 青野智也 鈴木将稔 宇佐美皓一
石塚　亮 髙岡　翼 三浦翔太 山本　諒
八幡一憲 多胡直弥

BTC-A BTC-B 110TENNIS ＯＴＣ ４８ﾎﾟﾝﾄﾞＡ ４８ﾎﾟﾝﾄﾞB ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾌﾟ
内田裕一朗 白井大介 飯尾彰介 平石　俊 井出勝信 榎土尭之 岡部英寿
深園　福 伊藤祐毅 宮崎祐輔 森　靖浩 戸崎信太郎 井村周嗣 山口秀樹
水野　慧 石牧亮佑 小木祥生 秋田　薫 木村夏己 松下　達 青嶋浩千
渡辺竜教 倉田晃洋 幸田和也 山本遼紀 渡邊　大 藤代利之 大庭洋信
青木　凌 水野晋利 石嶋優貴 石野　天 高橋謙太 岩田要結 松本竜一
杉山雄紀 淺野猛流 山田周太郎 吉田悠人 鈴木義春 袴田　遼 渡辺克仁

高木亮馬 清瀬慎一郎
小木晴貴 川村高大

ｽｽﾞｷＴＣ-Ａ ｽｽﾞｷＴＣ-B MAX BET スヌーピー ＦＣＮ ﾌｫﾙﾎﾞTC 袋井ｸﾗｳﾝ
飯塚卓朗 平岡拓也 片野陽介 大橋翔太 藤本雅史 金原悠太 加藤充彦
森上忠昭 土屋龍太郎 立松浩之 宇野有揮 佐藤雄人 岩森裕介 松下満彦
清水　壮 石井昴瑠 山崎達也 山本雅貴 中村宗二朗 有海和広 遠藤一也
山内功之 袴田季恩 安藤千博 戸塚隆文 坂上浩史 吉田安志 柴田貴幸
杉山翔太 二宮至成 伊藤嘉記 八木新太 木下勇一 三井伸介 村松雅也
澤口智哉 塚越孝徳 高木順也 禅野泰光 島津　慶 福家崇司 曽根佑太郎
鈴木寛史 深谷健吾 松下結城 中村圭佑 佐久間真吾 大村歩大

野口尚志
ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙＡ ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙB ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙC デンソー
安川　真 吉野裕之 太田竜次 後藤幸司
竹内舜弥 矢嶋季樹 岩崎浩平 杉山佳之
梅原　毅 鈴木正樹 伊藤拓人 後藤光年
足立　潤 中川高志 青島史弥 曽我　勤
高橋健太 大原和也 藤井滉貴 新牧幸司
竹内海斗 藤原　宙 松本和馬 永井秀明

北河高行
田垣宏泰

ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾌﾟ ハッカーA ハッカーB ﾌｫﾙﾎﾞTC ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙ NWTC 佐鳴台LTC
村木久人 田中義弘 寺田孝広 小木孝幸 内藤勝博 大滝光紀 竹下俊幸
田中文士 鈴木　歩 五十嵐敏広 鈴木暁康 鶴巻桂司 夏目佳浩 行吉　隆
伊藤晴康 磯部史浩 永井健一 内山作郎 水谷達也 伊藤雅文 吉田将士
鈴木之久 田島英人 牧野弘昭 伊藤佳明 後藤康祐 寺島靖人 山﨑俊介
伝　利夫 大塲亮介 松井有人 山村憲彦 石垣　修 市川敦夫 鈴木太郎
横田　浩 大竹次睦 松浦　誠 清水貴仁 竹村哲宏 宮城島聡 篁　宗一
鈴木正博 竹田守彦
山田好彦

鹿谷倶楽部 ﾏｲﾝﾄﾞｻﾝ
齋藤佳秀 安川祥邦

ﾌﾟﾗﾑｶｯﾄ ハッカー ﾏｲﾝﾄﾞｻﾝ 鈴木清吾 小家浩輝
伊代田米次 山下一夫 鈴木伸彦 鈴木浩治 新屋芳久
佐合　勇 丸山尚男 岡田樹義 町田全広 池田朋弘
須藤朝宗 内藤佳之 服部宏成 杉本和徳 斉藤　健
川崎秀樹 柴田敦二 伊賀智裕 五百木弘道 山﨑一人
嶋野享一 高木好道 杉山明儀
佐合　孝 長野康弘 高柳雅人
袴田勇二
鈴木秀直

ＳＴＳＳ ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙA ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙB ｱｵﾔﾏｸﾗﾌﾞ 110TENNIS
山崎光夏 木村美波 小串真澄 小澤麻由美 伊澤友代
鈴木晶子 田中香凛 村瀬　梓 川合友梨亜 鈴木日菜
新村亜理沙 二宮咲樹 渡邊香織 島津摩紀 名倉　和
萩田　愛 宇佐見真矢 鈴木悟子 吉見沙耶 中村育枝
大野実沙紀 宇佐見理名 鈴木玲子 織田知邑 岡本やす子
戸塚祐実 小山ひかり 内藤みち子 近藤　碧 菅家恭子
島野　操 松本佳那子
金原沙紀

ﾌﾟﾗﾑｶｯﾄ NWTC ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙ ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾌﾟ ＯＴＣ 佐鳴台LTC ﾏｲﾝﾄﾞｻﾝ
伊代田久美子 河村美江 川崎　薫 岩崎智子 小渡ちなみ 鈴木享子 早川孝子
稲木美ゆき 中根美千子 山田弘恵 原田久美子 小池孝子 齊藤佳代 中野恵子
松尾宏子 平賀いくえ 雨宮恵美子 鈴木美智子 加藤志保 信岡園子 池谷瑞枝
馬越敬子 落合里音 宇佐見準子 大石しのぶ 神山晶子 猿田香奈 大久保良乃
森上佳代子 高安卯女 高崎典子 野田ひろみ 三浦貴子 小出貴子 神藤幸子
木瀬淑恵 高田知美 平塚はるか 定野久恵 村上絹代 杉村智津 中野和子

山田久美
篠ケ瀬佳代子

【女子45歳】

【男子A】

【男子45歳】

【男子B】

【女子】

【男子55歳】


