
クラス NO チーム名 選手名

1 GACKS 加藤 ゆかり 築山 晶子 水野 里香 寺田 ひとみ 水野 翔一朗 冨田 一行 鈴木 翔太 川西 秀夫

柴田 東八 関 純一朗 菖蒲 利明 白川 英樹 紅谷 良弘 野田 美樹 渡辺 幸子 青山 恵子

木村 文江

3 ビクトリーマインドダッシュ 井口 俊則 宮本 司 山田 惇貴 袴田 尚樹 牧 亮子 横前 久恵 近藤 美子 槇原 清子

和田 尚子 福島 克美 青木 春香 菱川 紀子 岩川 敦子 加藤 利治 安徳 博樹 堀場 昇次

井本 敬介 岩川 博之

渥美 誠 井上 典子 越智 英雄 鳥居 厚夫 種村 和久 天白 清 関山 羊二 秋山 清和

原田 彰洋 太田 敏廣 江崎 隆史 原田 あい 陰地 久美 山崎 多恵子 山崎 勝 藤岡 奈緒美

高橋 初美

河村 美智代 岡野 由美 北川 恵美 島居 潤 北川 薫 市田 潤 星 隆祐 東 裕介

高山 桃子 安田 峻治

立野 和子 山森 直樹 白木 信康 伊藤 奈穂 岩谷 美奈子 伊藤 剣 松原 健一 武村 盛博

稲垣 沙織 人見 理恵 武村 明子 大岩 陽子 黒葛原 康太 川田 和伸 渡辺 倫弘 安藤 元旗

門田 英男 人見 貴子 寺下 愛 加藤 善紀 鈴木 悠太

中根 貴博 松木平 恵美 田中 哲也 佐々木 正巳 本多 光晴 田中 佳枝 青山 伸広 因幡 啓子

井手 英治 桑原 孝夫 田中 公司 安藤 美奈 加藤 淳子

石川 英紀 石川 知子 岡村 豊 嶽本 邦彦 石川 裕貴 伊藤 博喜 山本 政巳 上野 弘記

河田 則彦 近藤 真美 大橋 了輔 下川 美代子 三品 伸泰 榊原 康政 吉野 佑美 宇田 旬貴

森 翔希

4 スパシオ EAST 高瀬 義弘 松村 晃一 松井 克貴 出口 年一 松村 美帆 村山 由美子 横地 友子 成瀬 栄

5 半分ちょーだい 小寺 朋子 高塚 美津恵 大脇 ちとせ 萬代 由美子 小寺 信也 高塚 敏夫 萬代 康人 大脇 敬治

6 さるさる 大久保 孝子 小野 壽 長松 衣里子 馬場 安之 塚尾 彰 栗林 俊介 牧口 好美 稲垣 綾乃

猿原 茂 田中 すい子 須田 享 広田 重義 竹尾 学 柴田 勝 若松 仁 五十嵐 昌夫

飯塚 清子 小倉 喜代美 佐久間 康幸 中川 之恵 卜部 益江 折戸 保夫 大西 浩嗣 大西 真由美

安田　稔 折戸　克子 松原　静男 岩本　廣明 堀　由理 山﨑　剛 山﨑　有加

2 ファイヤーズのしょぼい方 村上 まゆ 吉原 正人 長田 健志 長田 幸美 中河原 悠士 中河原 友紀子 千歳 仁志 千歳 由布子

堀 寿和 岡本 康一 斉藤 透 千種 崇 後藤 一博 神谷 久美子 小伊豆 恭子 中馬 美由紀

田代 美映 伊東 美苗 下ノ本 詞之

齋竹 美秀 齋竹 由美 岡田 俊朗 松下 直和 藤田 信 上野 昌彦 菅原 利昭 野口 謙治

古橋 直久 鳥羽瀬 一英 齋竹 榛菜 齋竹 薫 垂水 里子

柴田 邦彦 深津 利成 榎屋 利一 佐藤 卓郎 熊倉 保 後藤 万由美 磯村 百代 柴田 一江

竹内 陽子 小川 尋美

猪飼 克尚 千葉 優紀 安田 和誠 星 正栄 野村 貴美 朝倉 由希子 永井 益代 田中 由美子

山下 やよい

谷脇 忠光 杉山 秀樹 浦川 弘明 梅村 幸充 谷脇 かおり 高井 典子 宮村 直子 下ノ本 みさと

神谷 友彰 丸山 貴美

上柿 高夫 福岡 秀樹 太地 利夫 飯田 等 松尾 琢二 高瀬 裕子 上柿 久美子 三井 ナミエ

宮川 純子 増冨 真理子 土屋 浩子

二宮 憲一 島藤 友美 中谷 英一 大塚 祥一郎 横井 康伸 白根 正輝 久野 ひとみ 片山 もと子

柳 里香 橋本 和奈 鈴木 佳枝

奥山 敬之 加藤 雅崇 岡田 高志 片山 悟 岡本 恵祐 上田 智子 秦 玲子 中谷 邦子

福田 眞理子

文田 秀子 小嶌 諒 安立 和正 早川 和宏 近藤 高史 内匠 正治 水谷 毅士 車谷 賢司

上高 雄二 仙崎 史枝 田中 美穂 井波 琴美 大西 裕子 栗田 ゆき枝 加藤 佳奈子 浅井 さつき

石咲 真美

6 GOTT 西川 和江 水野 純子 伊藤 彰記 稲垣 貴俊 戸ヶ里 泰輔 大石 直子

5 ふぁんたろうmix

岡崎げんき

D
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ク

1 ファイヤーズ

2 スパシオ　メイト

3 ネコとみかん

4 岡崎モットげんき
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ク

1 move ほっこり

3

6

B
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ク

1 40-LOVE

2 神☆マスターズ

3 オルフェウス

あっかんべ

4 シュナイダーテニスクラブ

5 スパシオ VAMOS
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2 ミスボンバー

4 MEI！SAY！JUMP！

5 RRTC

6 Happily
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