
男子団体戦

ドロー チーム名
1 ハーバーテニススタジオ 澤井 達也 大坪 勇人 梶原 健斗 山田 貴裕
2 MTSky-A 津崎 宏一 小島 壮太 高岡 友和 門田 智志 松本 洋之
3 Team UG 久保 類 岩崎 寛 渋田 真宏 壺井 芳樹 毛利 直人 上原 康裕
4 クアドリフォリオ　A 大林 亮 南方 純一 井上 貴千 坂口 大騎
5 フレームショット　okd 宇梶 祐介 岡田 全弘 大島 康平 椿原 航輝 伊藤 好崇 松崎 勝太
6 LaSH 寺岡 幸浩 西田 元彦 友金 誠 佐々木晋悟 佐藤 敏夫 鈴木 一成
7 TENNIS CLASH 江端 将門 近田 周佑 大橋 幸司 中村 豪
8 インジャーズB 河原 悠介 川西 達也 淺野 風馬 沖本 東樹
9 HITMEN M's 末久 真弘 中野 智哉 木嶋 諭 篁 康夫

10 住友電工TC会 吉川 駿一 松岡 健太 中島 宇将 西澤 正行 徳岡 卓
11 ちいーむおれんじぃぃ 大鶴 堅 早稲田将人 成瀬 修平 樋口 真也 中澤 勇一郎
12 チーム　フォレスト  RED 野村 勇輔 吉村 優輝 片山 裕佑 小山 潔 佐倉 和弥 冨永 直研
13 Parabola　おでんくん 山口 寛暁 山野 亮介 加藤 亮祐 戸田 慎哉
14 グランドチャンピオン 久保 直紀 向井 宏彰 山田 裕紀 藤原 慎平 近藤 晋司
15 チーム　フォレスト　BLUE 池田 卓矢 片山 俊哉 東中村光樹 田村 健 五十嵐瞬 西村 真幸
16 灘五郎 横井 裕介 木戸 晶 久保 直也 木田 龍之介山田 周治
17 BLUE BIRDS 橘高 知宏 宮前 和彦 奥田 圭一郎山口 洋平 若井 洋明 桑田 晃利
18 ParabolaClub　F 塚本 憲正 鳥居 直 永尾 大介 嶋 浩志 曽谷 勇揮 川北 憲史
19 トップギア　 吉本 光希 中筋 翔太 西郡 信弥 河合 佑亮 坂本 智也 米田 魁斗
20 MTSky-B 矢達 博史 島中 卓 津崎 優 水無瀬真己 高橋 賢治
21 坂東練 北畑 翼 山本 章了 榎本 賢 畑中 悠作
22 ITCテニスヒル仁川&ねぶたに公園 森谷 良平 石橋 拓巳 原田 大地 福田 修平
23 GOSH 和中 武志 水田 和文 井上 明 村上 幸弘 高谷 亮介
24 インジャーズA 大矢 耕平 沢野 聖太 中村 宇伸 浜口 英人 山村 栄一朗
25 Rising☆Stars　A 松田 正広 徳山 誠 大谷 尚也 田口 祐二 山之内晃
26 サウスキャッツ 増田 翔 戸谷 晃士 秋江 秀樹 野口 聖平 瀬尾 憲司 古館 靖



男子ベテラン団体戦

チーム名
1 ワンスモアW 福永 俊介 高橋 雅夫 宗和 成司 中本 九邦 仲間 裕記 川端 幸二
2 Parabola　antenna 竹内 秀樹 勝島 誠 石井 崇 堀江 邦看
3 灘五郎 板原 直人 佐藤 剛 片野田大地 藤本 憲治 細川 孝弘
4 チーム　フォレスト　WHITE 荒木 陽一 谷口 弘 佐藤 正芳 高橋 秀行 渡嘉敷弘志 森光 洋之
5 やまけんB 河内 崇 亀井 亮介 今川 究 前川 格
6 KUMEG(くめじー）A 前田 晃治郎新宮 亮佑 在田 泰蔵 坂本 彰市
7 ウィング　４５ 坂下 智彦 村上 豊 山口 剛 佐川 実 三宅 俊明 三谷 豊
8 やまけんA 山本 健治 仲谷 正徳 谷本 了一 片山 直紀
9 システムギアAチーム 坂口 浩介 堀 直 渡辺 浩崇 静間 則久 井上 新也

10 ＮキューブB 酒井 啓之 中東 靖弘 三好 宏明 成林 卓郎 大山 和範 花田 信二
11 ちいーむおれんじぃぃ 志村 政忠 木下 文夫 服部 信芳 津田 真弘 櫻井 朗弘
12 TTC 有本 佳嗣 石橋 博孝 笠原 次郎 田口 寛史 松本 正也 間宮 仁史
13 LaSH 小林 康夫 神矢 公徳 川野 博 太田 浩
14 KUMEG(くめじー）B 三宅 武志 根岸 太郎 伊田 誠 谷内 亮
15 テニスヒル仁川　A 佐藤 裕司 池垣 直哉 上原 琢嗣 西田 潤治
16 ネオローンＡ 栗原 照仁 宮本 健 村川 謙治 丸山 勝弘 長安 俊之
17 リコー BLACK 村上 元彦 福永 淳 永岡 宏 原薗 裕之 角辻 格
18 TEAM　AMTEC 1ST 石田 成彦 中山 英典 赤松 創 藤井 孝彦 須田 直樹
19 甲子園TCタイガーズA 柳田 力也 中舛 卓也 北山 博則 明石 家知 酒井 武博 中村 信之
20 ネオローンＢ 寺田 哲也 伊藤 達哉 中澤 清浩 久保 亮介 黒崎 彰夫
21 GOSH 小島 亮一 重松 淳 花谷 寛 赤木 謙介
22 Parabola　どん 広瀬 修 打越 亙 佐伯 勝也 山本 晋也
23 クアドリフォリオ　A 松井 正文 江浦 浩 竹原 直幸 笠松 宏樹 高岸 丈朗
24 SOLID TK 横山 隆之 峰 義昭 永瀬 幹根 二宮 隆行
25 KTT　teamB 金子 徹 有賀 友亮 近藤 潤一 岡 敬志 中山 善仁
26 リコー RED 池田 光隆 中尾 岳 長藤 大 中辻 隆泰 下川 一矢 松島 誠
27 チーム　フォレスト　BLACK 平野 健作 釜野 博臣 兵頭 祐一 松村 勇輝 寺島 明宏
28 システムギアBチーム 田村 正光 河野 秀樹 大浦 英樹 上岡 琢
29 ＮキューブA 藤澤 登 玉城 盛治 田中 照久 布村 裕志 住友 健之 松崎 浩一
30 甲子園TCタイガーズI 松中 一郎 井上 和男 民野 哲男 本多 眞幸 川崎 隆雄 井戸川健児
31 TEAM　AMTEC　2nd 川崎 順二 相田 基晴 阿部 弘之 原 聖二 宝来 憲太郎安村 武
32 KTT　teamA 中村 勇一 行田 武史 山口 大助 洲崎 誠司 兎田 憲正 高井 将行
33 ワンスモアA 渡部 潤一郎川井 文仁 片山 浩二 妹尾 俊治 佐藤 静也 福澤 健次



女子団体戦

ドロー チーム名
1 ハーバーテニススタジオ 釜江 玲奈 田中 千愛 中谷 琴乃 栗本 麻菜
2 坂東練 北畑 奈那子山本 千佳 榎本 萌 畑中 未来
3 ネオローン 渡辺 真由美野崎 怜美 吉場 暁子 香山 泰子 石黒 恭子
4 トップギア 高木 麻菜 中村 友香 宮坂 舞 川口 美沙 白川 未来

女子ベテラン団体戦
ドロー チーム名

1 リコー ジェンヌ 稲別 雅子 平石 美和 植野 恵美 清水 路恵 山田 千鶴
2 ＮキューブA 田中 真紀子松持 知子 中村 亜希子藤澤 由美子宮崎 まゆみ 鎌田 幸美
3 香枦園TC餃子部 田中 喜美子清瀬 美紀 角 実枝子白根 純子
4 甲子園TCタイガーズレディー 永栄 順子 中林 友恵 松山 ふみ 酒井 真由美稲本 かおる 民野 久美子
5 Free Style 小林 桂 大場 文子 森 仁美 片山 奈恵 永岡 純子 木嶋 恵里
6 灘五郎 光冨 寛海 阿部 尚美 鷺坂 優子 岡本 里香

7 トップギア 小林 温子 谷
麻由
美

北尾 広子 安達 裕子 竹内 由紀

8 フレームショット 福本 佳奈子八木 則子 井田 二三子国友 和子 満田 希代美
9 ネオローン 前川 美千枝宮内 美香 黒崎 育美 大森 なつよ

10 Ｎキューブ・H　&　K 中野 尚代 藤田 広美 黌農 佳永子木原 紀子



混合団体戦

ブロック チーム名
1 ハーバーテニススタジオ 澤井 達也 梶原 健斗 釜江 玲奈 中谷 琴乃
2 ITCテニスヒル仁川&ねぶたに公園 山際 絵梨 森 湖乙 原田 大地 福田 修平
3 坂東練B 北畑 翼 榎本 賢 北畑 奈那子榎本 萌
4 甲風園（大土井） 大土井空哉 大土井なつ海 大土井愛子 大土井誠
5 マロングラッチェ 樋口 博士 樋口 ゆかり 石橋 孝司 橋詰 みなみ
6 坂東練A 山本 章了 畑中 悠作 山本 千佳 畑中 未来
7 トップギア　 吉本 光希 河合 佑亮 高木 麻菜 橋本 真季 山本 まどか
8 ParabolaClub　えんぷ 冨原 佑允 大垣 みのり 下 沙織 小野 晃司
9 KT-Fun 吉川 寛人 井上 真美 射場 涼一 伊東 香那

10 テニスヒル仁川　A 上原 琢嗣 西田 潤治 鈴木 明子 西田 亜希

混合ベテラン団体戦

ブロック チーム名
1 ネオローンＡ 宮本 健 丸山 勝弘 中矢 修司 黒崎 育美 宮内 美香
2 マスクメロン 大黒 久範 大黒 直美 有馬 英樹 森川 幸子
3 テニスヒル仁川”X” 平杉　 嘉平太西村　 東人 常峰　 將弘 飯山　 佳英子常峰　 日佐予杉本　 美重
4 リコー デュオ 村上 元彦 福永 淳 清水 路恵 亀岡 美和 松島 誠
5 甲子園TCタイガーズα 樋口 雄幸 永栄 順子 酒井 武博 酒井 真由美松井 弦一 田中 富美子
6 チーム　フォレスト 奥野 美江 柳 清美 兵頭 祐一 松村 勇輝
7 トップギア 団 康二郎織田 雅行 織田 教子 安達 裕子
8 ＮキューブA 藤澤 登 藤澤 由美子玉城 盛治 中村 亜希子布村 裕志 松持 知子
9 KTT　MIXerｓ 山口 大助 阪倉 礼子 兎田 憲正 兎田 純子

10 甲子園TCタイガーズあ 井上 和男 松山 ふみ 松中 一郎 中林 友恵 民野 哲男 民野 久美子
11 トップギア　NEO 笹谷 卓也 大倉 啓司 笹谷 尚子 卜部 直美
12 ネオローンＢ 村川 謙治 黒崎 彰夫 神戸 てるみ 前川 美千枝寺田 哲也
13 ParabolaClub　K 河西 泰ニ 林本 敬子 西田 志津江仲村 直樹
14 Ｎキューブ・EAST 西 達也 木原 太門 黌農 佳永子木原 紀子
15 FreeStyle 宇治 弘 熊岡 徹也 大場 文子 山村 桂 江頭 修 川島 純子


