
●一般の部　　Ａクラス

ﾁｰﾑＮo チーム名

1 上のトラベルFNCB 上野智博 山田尚征 西上尚志 吉村美央 粥川捺美 安田幸穂

2 BSTC-蒼(あお) 神代 策正 田村 祐貴 小柴 昌平 諌山 佳恵 江本 純子 安東 恵利香

3 BSTC-海(うみ) 中島 拓也 山下 龍太朗 山口 直哉 上原 夕佳 染木 枝里子 石井 幸子

4 ラフな仲間達 中里 顕久 竹下 浩夢  山田 健介 帆足 えりか  手塚 宜子 山田 由希

●一般の部　　Ｂクラス
ﾁｰﾑＮo チーム名

5 まさかはヤフー 斉藤一歩 長谷川寛人 松本安史 川東美恵 山下翔子 淵上照子

6 BSTC-星 有川 博之 澤田 靖雄 大浦 恭平 太田 香穂里 町田 将子 永留 恵里奈

7 ブルゾンなほみ 高崎昌益 荒木健 伊形功治 高崎映美 上杉恵子 伊形由紀子

8 YT倶楽部A 河村 芳行 永峰 博樹 野田 貴 永峰 典子 真鍋 みちる 有方 明子

9 チャレンジ2 北村一生 小林正美 飯島匡人 的野まゆみ 吉永仁美 斉藤千春

10 リッツ 城川　聡 天本　隆之 高瀬　駿 舩村　久美 杉本　映子 下川　智美

11 DTCハート強化部 森健一 古江正人 武田啓詩 森順子 立石陽子 山本秀美

12 ピースシックス 佐藤　知章 河野洋平 黒田雅博 西坂かおり 厚石　光美 永田　尚佳

13 第８ゆうゆう会 八島 登喜男 前田 義光 山本 健介 山本 絹子 枝松 利花 後藤 順子

14 YT倶楽部B 原口 英治 寺才元 宏一 高橋 延直 山岡 彩 川上 愛子 野口こずえ

15 avantage C 石丸 直史 下田 豪太 西岡 和彦 高石 晴香 大坪 道子 繁田 侑里

16 雨だけは降らないで 内田 尚宏 根本 克己 平田 安洋 内田 さおり 田中 典子 平田 尚美

17 チームイオナズン 宮崎一尚 森崎 良 行徳佑介 奥野 歩 甲斐 綾 白土 裕美

18 BSTC-月 米田 晋一郎 建部 愛 横山 弘二 川島 木綿 清田 恵美 有澤 緑子

19 avantage A 中島 幸俊 山本 誠 森本 裕也 中野 久美子 田中 由貴子 原田 貴子

20 joyful 稲永彰宏 齋藤誠 森泰寛 福味美保 金下りえ 松永枝里

21 H&R-3 案浦泰裕 安河内洋 村山大鬼 案浦久子 高木亜紀 高橋智子

22 YT倶楽部C 大野 雅弘 大野 孔雅 福榮 圭一 梅村 良枝 馬場 明美 北島 圭子

23 ひだまり～ず 吉本光一 貞島敏史 岩元優治 青山あさこ 隈上美香 飯山葵

24 サジクラブＢクラス 田中義秋 中村信介 浦邊裕亮 毛利幸子 白水真紀子 鳥巣由美子

25 destiny 江口遼 白水直斗 大久保秀則 鬼丸ちひろ 野々熊美智子大久保真貴

26 ウィニングショット 平田哲朗 土谷久 武内勇治 藤田絵里香 矢次里美 小倉かおり

27 avantage B 末留 孝之 山下 徹 林川 展寿  林川 祥子 佐賀里 知世 芝本 裕子

28 リフレッシュ肉食系 五反田　冨高中村　祐介 肥後　龍児 小川 さゆり 肥後 佳子 内田優子

29 何でもいい 森田 祐介 藤崎 竜二 大庭 由崇 笠 安紀子 内海 知尋 高倉 千奈

30 BSTCマヤヤ組 村田 一徳 大串 友信 加地 伯誉 黒川　藍 甲斐 加苗 大谷 正子

●ベテランの部 50才以上
ﾁｰﾑＮo チーム名

31 第８ゆうゆう志免隊 上杉芳喜 加藤淳 古賀康浩 平川照美 中村國子 久家由里

32 BSTC-宙(そら) 井上  茂 野田　孝 辻 幸英 山本 秀美 井上 貴子 高濱 勢津子

33 フォーエバーⅡ 渡辺利行 八坂一正 安河内信二 新形光子 日野朋子 川口清美

34 リフレッシュ草食系 伊藤 良久 小麦 陽二 横山林 服部 佳世子 高木 圭子 横山 夏子

35 第８ゆうゆう会 八島 登喜男 足立 敬道 横山 晃 上杉 千波 甲斐 浩子 吉武 雅子

36 H&R-1 細川浩司 廣瀬竜夫 有賀俊文 岩本由美子 有光洋子 光富純子

37 DTC 作間正和 井上浩祐 小寺基成 近藤まり子 河野裕子 園田瑞穂

38 BSTC-陽(はる) 中島 良二 鹿子島 晋哉 高原 謙二 菰田 久美 川野 真智子 宮原 佳珠子

39 おじゃましま～す・春 田齊和市 平川真一 片山裕介 田齊美紀 吉村由紀子 細田由美

40 Smile T-C 北川泰助 小山 功 菅 英喜 田中恵美 松田雅子 松木 瑞恵

41 BSTC-天(てん) 樽見 秀雄 島林 信広 吉冨 久家 山内 里絵 三重野穂美 辻  詠美

42 若久ＴＣ 畑中剛二 梅本春樹 福田文夫 藤田美代子 青木俊子 植松弘子

43 サジクラブミドル 斎藤慎悟 富田耕二 松尾幸司 福崎瑞江 上田智子 田邉郁子

44 宇美テニス部 眞崎茂樹 今井清一 末永和寛 眞崎えみ子 黒田詔子 五反田昌子

45 少し前まで50代 岸川明生 緒方義文 松本成男 山下和子 緒方紀子  松本千恵子

46 H&R-2 金澤隆 長賢二 井手一雄 金澤とし子 入江里恵 川原田美紀

47 おじゃましま～す・輝 平田博之 福丸久哉 木村謙治 山下京子 瓦田摩記  小柳みさ代

●ベテランの部 65才以上
ﾁｰﾑＮo チーム名

48 しゃれとんしゃあず 西　和博 蔵　源一郎 岡村正紀 豊田文枝 佐藤深雪 岩岡ゆり

49 フォーエバー 永田　章雄 原　康雄 吉岡隆司 木下尚子 秋本順子 黒岩園子

50 あったかいんだから 小田  健治 井上  保雄 藤井  新一  松田  愛子 中村  福代 藤井美千代

51 チームなんちゃって 千田 功 長嶺 至 的野福貫 平田玲子 松崎清美 畠中瑞枝

52 チョット竹 浦上　昭 廻　直治 入木田 忍 島田恵美子　三宅紀恵 金内みつ子

53 フォーエバーⅠ 米森太郎 城島勇 国分次男 藤野博子 栗栖早苗 植木久美

54 フィーリング 大坪紀年 高口 司 大勝省三 津城愛子 犬丸静子 牧野直美

55 おじゃましま～す・星 田中正人 下田重雄 岩下義文 今堀早苗 古田加代  吉川真由美
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