
●一般の部　　Ａクラス

ﾁｰﾑＮo チーム名

1 BSTC-青 神代策正 田村祐貴 小野大輔 石田みゆき 諌山佳恵 安永恵利香

2 BSTC-空 中島拓也 山下龍太郎 上村拓也 村上千世 上原夕佳 染木枝里子

3 上のとらべるNCB 上野智博 山口直哉 仲村元希 伊藤麻子 吉村美央 円本彩央里

●一般の部　　Ｂクラス
ﾁｰﾑＮo チーム名

4 ドロップボレー 高橋涼 松本修一 大浦恭平 吉田小百合 徳永美鶴 永留恵里奈

5 ひだまり～ず 吉本光一 貞島敏史 岩元 優治 中島美紀 臼間沙織 南ももこ

6 YT倶楽部B  河村芳行 馬場 昭好 下瀬 孝之 馬場 明美 大桑明美 永峰 典子

7 avatage A 浜口賢一 山本誠 石丸直史 中野久美子 佐賀里知世 芝本裕子

8 おじゃましま～す 海 片山裕介 藤公博 成尾俊昭 松村めぐみ 細田由美 成尾清美

9 ＳＧＴＣ 浅尾真士 浅野雄策 永芳宏昭 村川真衣子 石橋あゆこ 林 葵 

10 チーム　レッツ 天本隆之 王之櫻 高瀬駿 徳田宣子 杉本映子 下川智美

11 Ｈ＆Ｒ１    案浦泰裕 村山大鬼 安河内洋 案浦久子 高木亜紀 金聖美

12 Kステップ 藤 辰己 田中義康 砂田匡史 内木場千津 田中章子 冨田百樹美

13 チーム粕屋 溝田厚 本多宗之 加来正企 矢野美穂子 西村僚子 本多智子

14 BSTC＆ラフ 村田一徳 横地寿博 有川博之 川島木綿 廣重麻矢 三宅かおり

15 YT倶楽部D   赤星 一利 田中 隆史 福田 哲久 岸 純子 野中元子 池田 晶枝

16 フレショの達人角切れ御免！ 青木三昌 田中政仁 石坂剛 吉留まり 嶋田マリ子 醍醐玲奈

17 ひだまり〜ず B 山崎卓哉 山本隆顕 川尻知昭 宮川裕子 山下翔子 淵上照子

18 ブルーエンジェルス 相島武弘 野田義光 南場啓行 高本由美 野田佳代子 相島祐子

19 YT倶楽部C  木村直樹 原口英治 宮崎翔平 山岡 彩 宮澤 幸子 川上 愛子

20 博多一本締め 内田尚宏 城川聡 柳原史郎 藤本恵子 水田美和子  柳原浩子

21 おじゃましま〜す 川 田中寛治 木村謙治 梶谷親也 山下京子 瓦田摩紀 永田尚佳

22 DTC ダブルハンドテニスクラブ 古江正人 大久保秀則 大庭由崇 友松由紀 大久保真貴 徳永映理

23 インスタント 宮崎一尚 森崎良 大星浩 甲斐綾 矢田夏希 高石晴香

24 チームＣan 高田秀信 松村裕介 関恵太郎 高田美絵 井口由美 徳永美千代 

25 ラケットクラブ 厚石薫 船岡基 埋金良行 林 孝枝 厚石光美 百田美穂

26 サジ＆市役所 斎藤慎悟 富田耕二 松尾幸司 田邉郁子 毛利幸子 白水真紀子

27 avatage B 西岡和彦  稲益宮芳 末留孝之 林川祥子 大坪道子 繁田侑里

28 BSTC-月 米田晋一郎 早瀬新 武田修 野口こずえ 清田恵美 白土裕美

29 Ｈ＆Ｒ２    金澤隆 長賢二 大久保誠 金澤とし子 上野ひとみ 川原田美紀 

30 YT倶楽部A  松村仁 鈴木博文 小野充裕 鈴木裕子 安倍智美 吉村美名子 

●ベテランの部 50才以上
ﾁｰﾑＮo チーム名

31 第８ゆうゆう会 八島登喜男 足立敬道 横山晃 上杉千波 山口いづみ  甲斐浩子

32 ベストスマイルⅠ 吉富和男 .岡嶋政昭 川浪博之 堤律子 下畑愛子 金井恵子

33 BSTC 中島良二 鹿子島　晋哉 高原　謙二 菰田久美 川野真智子 宮原佳珠

34 レベッカ 若松義信 小田洋介 三重野謙二 平野乃理子 財津万里子 三重野穂美

35 若久TC 梅本春樹 畑中剛二 福田文夫 青木俊子 植松弘子 黒岩園子

36 フォーエバー 渡辺利行 大勝省三 吉岡隆司 新形光子 土井良扶美子赤星春美

37 Wフォールト 堀江直典 栗林久義 辻幸英 繁田洋子 高比良美弥 辻詠美

38 カバチャンｽﾞ 木塚信二 樺山哲郎 北本浩一 小須田宏子 向野由美子 吉田礼子

39 ハーシーズ 木村悦郎 宮原弘明 山本　耕 時任美津子 春口　智子 久野千津子

40 おじゃましま〜す 山椒 岩下義文 石田勝信 田齊和市 吉川真由美 岩下千浩 田齊美紀

41 BSTC＆サジクラブ 樽見秀雄 島林信広 吉冨久家 米倉邦枝 山本加代子 山本秀美

42 ベストスマイルⅡ 池部晋 松村富重 横山林 宮石恵子 松村明美 横山夏子

43 第8ゆうゆう会　ぷよぷよ2 室中誠司 宮本久人 古賀康浩 久家由利 中村國子 平川照美

44 ３人官女と家来達 緒方義文 岸川明生 松本成男 緒方紀子 有光洋子 光冨純子

45 フォーエバー　Ⅱ 神山幸夫 八坂一正 前廣真一 内田優子 西島ゆか 井上いち子

46 西福岡テニスクラブ 上杉浩 高木誠治 詫間秀輝 千手ゆみ 今辻一枝 詫間鏡子

47 リフレッシュあっちこっちい隊 肥後龍児 小麦陽二 小川　潤  肥後佳子 小麦喜代美  小川さゆり

●ベテランの部 65才以上
ﾁｰﾑＮo チーム名

48 Ｍon Day 竹川建三 久我孝徳 池増英治 津城愛子 松尾幸代 牧野直美

49 おじゃましま～す 星 今堀利剋 田中正人 小西正明 今堀早苗 山下和子 栗須早苗　 

50 あったかいんだから 井上 保雄 小田 健治 藤井 新一 中村 福代 松田 愛子 豊村 美保子

51 Y.G.G 西和博 蔵源一郎 宮城光廣 村上美奈子 亀井八重子 古賀義子

52 フォーエバー　Ⅲ 永田章雄 原康雄 吉原政秀 山許勢子 松原恭子 田中佐由美

53 おじゃましま～す　花 内田稔 甲斐岑生 大塚嘉武 松崎清美 柳日登美 犬丸靜子
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