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チーム名

1111 油山テニスクラブ 柳　司郎 白石　昭寿 吉村 美央 桝崎 麻美 染木 枝里子

2222 安心してください、入ってますよ！

長友 克己 新留 健介 相良 進一郎 相良 あづみ 諸熊 久美子

3333 BSTC-空 神代策正 勇 大輔 永留えりな 坂井久美子

4444 ハチミツ倶楽部 越智 友愛 上床昌幸 田中 菜美子 諌山 佳恵 池田 綾

5555 BSTC-花 青木三昌 村岡拓也 村岡登紀子 松尾友美

6666  
Aqua.C  原田 良玄 池田 将太 兼子 周大 安部 智美 鐘江真央

7777 BSTC-星 上村拓也 湧川朝久 定兼由佳 上原夕佳

8888 てげてげ
 

 新原 英樹 岡村 憲二 松岡 二史 新原 彩
 

青山 アサ子

9999 うめちゃんとなんたろう 梅澤尚志 関武洋 高木大介 松林なおみ 渋田三矢子
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10101010 サステゴクラブ 櫻井敬士 中村浩二 櫻井智恵 中村明美

11111111 ＹＴ?楽部　C 下瀬孝之 早瀬　新 北島圭子 手柴隆子

12121212 DTC1 道庭恒之 石橋諭 立石陽子 吉田ちあき

13131313  
サジクラブ 茅嶌浩一 田中義秋

 
田邉郁子 毛利幸子 田中章子

14141414 ラケットクラブ 宮崎一尚 松尾 英一 西阪 さおり 厚石 光美

15151515 BSTC-月 有川博之 村田一徳 清田恵美 白土裕美

16161616 ジマナカJAPAN  Ｂ 中島 拓弥 斉藤 一歩 田良島 章智 川東 美恵 宮原 佳珠子

17171717 ＹＴ?楽部　D 河村芳行 田中康博 山岡彩 大桑明美

18181818  
ラフ 岩野 政信 井上 誠 坂栄 聡 山崎 ひとみ 白水 真紀子

19191919 DTC2 古江正人 大庭由崇 白水直斗
 

近藤まり子 友松由紀

20202020  
ジマナカJAPAN　A 高瀬 駿 長谷川 寛人 山下 翔子 山口 奈々 宮川 優子

21212121 ＹＴ?楽部　B 木村なおや 本田修平 宮澤幸子 牧山雅美

22222222 おじゃましま～す・海 片山　裕介 藤　公博 成尾 清美 細田 由美 小野原 薫

23232323  BSTC-竹
 

辻幸英 首藤浩二 村上毅浩
 

辻詠美 川島木綿

24242424 チーム須恵Ａ 竹川 建三 大森 繁雄 水野 哲兵 中西 千明 東 優子

25252525 ひだまり～ず 吉本光一 貞島敏史
 

中島美紀 南もも子 後藤瑠理

26262626 DTC3 大久保秀則 谷雅明 大久保真貴 藤本恵子

27272727  
チーム・マエダ 佐田 勉 越路 倫有 田島由理 緒方亜紀子

28282828  
スウエット&ティアーズ 丸山 隆一 野田 義光

 
加藤 智美 野田 佳代子

29292929 BSTC-海 米田晋一郎 倉元洋平 吉山由里架
 

倉元千尋 田中美帆

30303030 ＹＴ?楽部　Ａ 馬場昭好 久保田光 馬場明美 梅村良恵

31313131 ベストスマイル 吉富和男 岡嶋政昭 川浪博之 宮石恵子 金井恵子

32323232 エスタアルコール研究会 川口 康仁 天本 隆之 河野 裕子 永田 かおり
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33333333 BSTC-松 鹿子島晋哉 中島良二
 

村上毅浩 菰田久美
 

川野真智子

34343434 エスタ５０ 藤野 久晴 城川 聡 中尾 みどり 石井 ルミ子

35353535 福岡テニス倶楽部 石田 賀貞 白石 均 内田 稔 押川澄子 白石千穂

36363636 フォーエバー　Ⅳ 神山 幸夫 吉岡 隆司 宮原 佳珠子 赤星 晴美

37373737  
おじゃましま～す・山 平田　博之 山下　豊年 山下 京子 瓦田 摩紀 小柳 みさ代

38383838 WED　Ⅰ 岩石　哲郎 中野 隆正 茂　京子 畠中瑞枝

39393939 西福岡テニスクラブ 山口 義宏 詫間 秀輝 田中 ゆみ 榎原 政子 詫間 鏡子

40404040 おとなび�志免隊 田斎 和市 福丸 久哉 斉藤 美子 中村 國子

41414141  
若久ＴＣ 畑中剛二 福田文夫 青木俊子 橋詰久美

42424242 pm志免隊 緒方 義文 松本 成男 有光 洋子 緒方 紀子 松本 千恵子

43434343 ヒットパレード 入木田忍 末松伸一 中村幸二 中村幸子 田代直美

44444444 フォーエバー　Ⅱ 吉原 政秀 永田 章雄 井上 いち子 武田 尚子

45454545 BSTC-梅 吉冨久家 樽見秀雄 島林信広 山本加代子 山本秀美

46464646 第８ゆうゆう会 八島 登喜男 足立 敬道 上杉 千波　 圓山 くるみ

47474747 WED　Ⅱ 杉田幸一 庄司義博 山下明子 亀井チセ

48484848 ベストスマイル 池部晋 松村富重 横山林 松村明美 .横山夏子

49494949 フォーエバー　Ⅲ 良永 利明 八坂 一正 木下 尚子 新形 光子

50505050 ペリカン 横尾 行雄 別府 信也 横尾 真由美 別府 律子

51515151 おじゃましま～す・河 岩下　義文 石田　勝信 岩下 千浩 田齋 美紀 吉村 由紀子

52525252 チーム須恵Ｂ 百田 義隆 森岡 寛 日浦 千鶴子 平嶋 紀代美 園田 昭子
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53535353 フォーエバー　Ⅰ 渡辺 利行 有賀 敏文 深川 英子 堀 和子

54545454 どんたーく 久我 孝徳 長嶺 至 平田玲子 牧野直美

55555555 交流会　Ⅰ 甲斐一徳 国分次雄 津城アイ子 久保田晶子

56565656 熟ねんりん 渡辺 正時 日吉 陽彦 栗須 早苗 植木 久美

57575757 交流会　Ⅱ 甲斐岑生 久保山雅生 井黒和子 山許勢子

58585858 りっちゃんズ 浦 雅章 高口 司 堤 律子 丸山津紀子

59595959  
あったかいんだから 井上保雄 藤井新一 松田愛子 中村福代

60606060 EAST会 西 和博 蔵源一郎 尾上京子 犬丸静子

男子 女子

男子 女子

男子 女子

男子 女子


