
FNNN0011 矢嶋由佳里 ⾧野市テニス協会 ＡＬＬ ｏｎｅ＇ｓＴＣ

FNNN0022 加藤博子 ⾧野市テニス協会 ＡＬＬ ｏｎｅ＇ｓＴＣ

FNNN0051 善財千恵子 ⾧野市テニス協会 ＡＬＬ ｏｎｅ＇ｓＴＣ

MNNN0011 森本克美 ⾧野市テニス協会 ＡＬＬ ｏｎｅ＇ｓＴＣ

MNNN0020 有馬 淳 ⾧野市テニス協会 ＡＬＬ ｏｎｅ＇ｓＴＣ

MNNN0033 高橋貞義 ⾧野市テニス協会 ＡＬＬ ｏｎｅ＇ｓＴＣ

MNNN0042 宮本弘美 ⾧野市テニス協会 ＡＬＬ ｏｎｅ＇ｓＴＣ

MNNN0061 栢村秀範 ⾧野市テニス協会 ＡＬＬ ｏｎｅ＇ｓＴＣ

MNNN0071 小川明 ⾧野市テニス協会 ＡＬＬ ｏｎｅ＇ｓＴＣ

FNNT0010 岩下昭代 ⾧野市テニス協会 Ｃ ＥＡＳＴ

FNNT0020 宮島美保 ⾧野市テニス協会 Ｃ ＥＡＳＴ

FNNT0030 宮下由美 ⾧野市テニス協会 Ｃ ＥＡＳＴ

FNNT0041 前田美代子 ⾧野市テニス協会 Ｃ ＥＡＳＴ

FNNT0051 西沢ゆかり ⾧野市テニス協会 Ｃ ＥＡＳＴ

FNNT0090 上垣外明子 ⾧野市テニス協会 Ｃ ＥＡＳＴ

MNNT0010 大島 豊 ⾧野市テニス協会 Ｃ ＥＡＳＴ

MNNT0020 内山正道 ⾧野市テニス協会 Ｃ ＥＡＳＴ

MNNT0030 上垣外貴史 ⾧野市テニス協会 Ｃ ＥＡＳＴ

MNNT0040 大石広樹 ⾧野市テニス協会 Ｃ ＥＡＳＴ

MNNT0050 猿谷畑志 ⾧野市テニス協会 Ｃ ＥＡＳＴ

MNNT0060 磯貝広海 ⾧野市テニス協会 Ｃ ＥＡＳＴ

MNNT0070 伊藤克人 ⾧野市テニス協会 Ｃ ＥＡＳＴ

MNNT0080 後藤高宏 ⾧野市テニス協会 Ｃ ＥＡＳＴ

MNNT0090 黒石誠治 ⾧野市テニス協会 Ｃ ＥＡＳＴ

FNFD0011 竹内由喜枝 ⾧野市テニス協会 ＦｒｅｅｄｏｍＴＣ

FNFD0021 ⾧田 望 ⾧野市テニス協会 ＦｒｅｅｄｏｍＴＣ

FNFD0031 小林由美 ⾧野市テニス協会 ＦｒｅｅｄｏｍＴＣ

FNFD0042 高橋由美 ⾧野市テニス協会 ＦｒｅｅｄｏｍＴＣ

FNFD0051 町田佳代 ⾧野市テニス協会 ＦｒｅｅｄｏｍＴＣ

FNFD0061 丸山真知子 ⾧野市テニス協会 ＦｒｅｅｄｏｍＴＣ

FNFD0081 山﨑寛美 ⾧野市テニス協会 ＦｒｅｅｄｏｍＴＣ

FNFD0090 宮川 貴子 ⾧野市テニス協会 ＦｒｅｅｄｏｍＴＣ

FNFD0100 ⾧谷川裕子 ⾧野市テニス協会 ＦｒｅｅｄｏｍＴＣ

FNFD0121 小林智美 ⾧野市テニス協会 ＦｒｅｅｄｏｍＴＣ

FNFD0131 保谷美和子 ⾧野市テニス協会 ＦｒｅｅｄｏｍＴＣ

FNFD0140 岡田美穂 ⾧野市テニス協会 ＦｒｅｅｄｏｍＴＣ

MNFD0011 吉田雅則 ⾧野市テニス協会 ＦｒｅｅｄｏｍＴＣ

MNFD0021 丸山 毅 ⾧野市テニス協会 ＦｒｅｅｄｏｍＴＣ

MNFD0031 ⾧田英明 ⾧野市テニス協会 ＦｒｅｅｄｏｍＴＣ



MNFD0051 高橋浩二 ⾧野市テニス協会 ＦｒｅｅｄｏｍＴＣ

MNFD0070 神林信克 ⾧野市テニス協会 ＦｒｅｅｄｏｍＴＣ

MNFD0141 家入雅貴 ⾧野市テニス協会 ＦｒｅｅｄｏｍＴＣ

MNFD0161 八野孝光 ⾧野市テニス協会 ＦｒｅｅｄｏｍＴＣ

FNJP0010 所附 真紀 ⾧野市テニス協会 ＪＰフレンズ

FNJP0020 小林 曜子 ⾧野市テニス協会 ＪＰフレンズ

FNJP0030 宮澤 奈津美 ⾧野市テニス協会 ＪＰフレンズ

MNJP0010 小林 典雄 ⾧野市テニス協会 ＪＰフレンズ

MNJP0020 中村 猛 ⾧野市テニス協会 ＪＰフレンズ

MNJP0030 豊田 修一 ⾧野市テニス協会 ＪＰフレンズ

MNJP0041 正村 康彦 ⾧野市テニス協会 ＪＰフレンズ

MNJP0050 馬場 秀明 ⾧野市テニス協会 ＪＰフレンズ

MNJP0060 土屋 宗市 ⾧野市テニス協会 ＪＰフレンズ

MNJP0070 関 茂樹 ⾧野市テニス協会 ＪＰフレンズ

MNJP0080 菅野 博文 ⾧野市テニス協会 ＪＰフレンズ

MNJP0090 田村 博之 ⾧野市テニス協会 ＪＰフレンズ

MNJP0100 勝見 直人 ⾧野市テニス協会 ＪＰフレンズ

MNJP0110 片山 裕司 ⾧野市テニス協会 ＪＰフレンズ

MNJP0120 渡邊 亮太 ⾧野市テニス協会 ＪＰフレンズ

MNJP0130 豊森 信明 ⾧野市テニス協会 ＪＰフレンズ

MNJP0140 村松 敏行 ⾧野市テニス協会 ＪＰフレンズ

MNJP0150 西澤 正之 ⾧野市テニス協会 ＪＰフレンズ

FNJH0011 蒲地真弥 ⾧野市テニス協会 ＪＲ東日本ＴＣ

MNJH0012 熊谷俊輔 ⾧野市テニス協会 ＪＲ東日本ＴＣ

MNJH0021 傅田 優 ⾧野市テニス協会 ＪＲ東日本ＴＣ

MNJH0031 大口貴之 ⾧野市テニス協会 ＪＲ東日本ＴＣ

MNJH0041 峯村朋和 ⾧野市テニス協会 ＪＲ東日本ＴＣ

MNJH0051 佐藤浩紀 ⾧野市テニス協会 ＪＲ東日本ＴＣ

MNJH0061 大島成人 ⾧野市テニス協会 ＪＲ東日本ＴＣ

MNJH0070 轟 大希 ⾧野市テニス協会 ＪＲ東日本ＴＣ

MNJH0081 松浦 真也 ⾧野市テニス協会 ＪＲ東日本ＴＣ

FNNO0010 山岸静枝 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

FNNO0020 金枝弘子 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

FNNO0040 小林真理子 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

FNNO0050 ⾧澤明美 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

FNNO0060 笠原麻紀子 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

FNNO0070 丸山貴子 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

FNNO0080 森田珠代 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

FNNO0090 田中恵子 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ



FNNO0101 栗林静子 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

FNNO0110 鈴木和代 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

FNNO0121 義家しのぶ ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

FNNO0131 井上朋子 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

FNNO0140 松木理恵 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

FNNO0151 鈴木桂子 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

FNNO0192 高野暁美 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

FNNO0200 山口いづみ ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

FNNO0211 神林時枝 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

FNNO0220 新藤直子 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

FNNO0230 山崎麻衣 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

FNNO0260 浅岡裕美 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

FNNO0270 伊藤友香 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

FNNO0280 田中理恵 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

FNNO0290 丸山明子 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

FNNO0300 宮岸菜津美 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

FNNO0310 小山あゆみ ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

FNNO0320 矢島早苗 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0010 高橋順一 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0020 村瀬涼介 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0030 加藤雅士 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0040 山島義和 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0050 ⾧尾敬一 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0060 田村卓也 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0070 吉岡政明 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0090 堅岩和良 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0100 金澤 剛 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0110 小川清巳 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0130 橋爪清人 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0140 永田 毅 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0150 服部修武 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0171 北村俊太郎 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0180 北村俊介 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0190 古畑 肇 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0201 西澤清文 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0210 野崎博文 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0241 徳永康宏 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0250 宮澤英邦 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0260 中澤弘喜 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ



MNNO0270 佐藤 慎 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0280 中岡和也 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0291 鈴木昌和 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0300 倉島英造 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0310 太田統一郎 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0320 室田真宏 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0330 横山道一 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0340 中村昌弘 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0350 三浦勇一 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0360 田中宗二 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0370 衣笠耕平 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0390 林裕直 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0400 梅本庄治 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0410 田邊信幸 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0420 宮崎貴紀 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0430 劔知孝 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0440 海沼孝茂 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0450 水口優 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0460 海野雅彦 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0470 藤本諒一 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0480 塚田一里 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0490 冨田将斗 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0500 轟 美浩 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0510 水野 貴之 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

MNNO0520 伊藤 茂 ⾧野市テニス協会 ＭＡＸ

FNEZ0010 土屋栄美子 ⾧野市テニス協会 ＮＥＣファルコンズＴＣ

MNEZ0020 伊藤仁一 ⾧野市テニス協会 ＮＥＣファルコンズＴＣ

MNEZ0050 土屋吉尊 ⾧野市テニス協会 ＮＥＣファルコンズＴＣ

FNSL0010 堤 麻里奈 ⾧野市テニス協会 Ｓｗａｌｌｏｗ

FNSL0020 小林 奈未 ⾧野市テニス協会 Ｓｗａｌｌｏｗ

FNSL0030 飯田 愛実 ⾧野市テニス協会 Ｓｗａｌｌｏｗ

MNSL0010 飯田 隆博 ⾧野市テニス協会 Ｓｗａｌｌｏｗ

MNSL0020 関根 篤史 ⾧野市テニス協会 Ｓｗａｌｌｏｗ

MNSL0030 前川 智志 ⾧野市テニス協会 Ｓｗａｌｌｏｗ

MNSL0040 吉田 陽平 ⾧野市テニス協会 Ｓｗａｌｌｏｗ

MNSL0050 中村 大貴 ⾧野市テニス協会 Ｓｗａｌｌｏｗ

MNSL0060 松本 旭由 ⾧野市テニス協会 Ｓｗａｌｌｏｗ

MNSL0070 近藤 和輝 ⾧野市テニス協会 Ｓｗａｌｌｏｗ

MNSL0080 古川 翔 ⾧野市テニス協会 Ｓｗａｌｌｏｗ



MNSL0090 渋谷 翔太 ⾧野市テニス協会 Ｓｗａｌｌｏｗ

MNSL0100 高原 一磨 ⾧野市テニス協会 Ｓｗａｌｌｏｗ

FNHR0020 伝田涼子 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

FNHR0040 庭山典子 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

FNHR0070 大塚真理 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

FNHR0080 松澤ヨシ子 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

FNHR0100 綿貫由利子 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

FNHR0110 百瀬八千代 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

FNHR0120 若林令子 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

FNHR0130 大橋みち江 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

FNHR0140 小林恵美子 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

FNHR0150 伝田真弓 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

FNHR0160 内田貞子 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

FNHR0170 吉澤圭子 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

FNHR0180 白川久美子 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

FNHR0190 袖山桂子 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

FNHR0200 春日美枝子 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

FNHR0220 水倉美千代 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

FNHR0240 林まゆみ ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

FNHR0250 森嶋由季子 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

FNHR0261 丸山ますみ ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

FNHR0271 黒岩美和 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

FNHR0280 渋谷恵美子 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

FNHR0291 高村充子 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

FNHR0320 中村 礼 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

FNHR0341 大西恵美子 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

FNHR0351 平林真弓 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

FNHR0360 山岸ゆかり ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

FNHR0371 西澤京子 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

FNHR0381 ⾧岡とし枝 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

FNHR0391 五十嵐泰子 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

FNHR0412 庭山芽衣 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

FNHR0413 小林由奈 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

FNHR0420 三上もみじ ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

FNHR0430 西澤ゆか ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

FNHR0440 荒井裕子 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

FNHR0451 石崎喜美子 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

FNHR0460 山嵜さくら ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

MNHR0010 庭山 裕 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ



MNHR0040 野口輝夫 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

MNHR0050 丸田政博 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

MNHR0060 吉沢和寿 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

MNHR0070 町田佳景 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

MNHR0090 山下正二朗 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

MNHR0140 武藤修一 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

MNHR0150 内田春生 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

MNHR0190 近藤康太郎 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

MNHR0220 吉村 人 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

MNHR0270 篠原正一 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

MNHR0281 寺澤正剛 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

MNHR0290 中沢勇人 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

MNHR0301 柴田宗伯 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

MNHR0311 横山弘二 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

MNHR0321 大西秀樹 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

MNHR0350 西澤隆治 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

MNHR0372 庭山大志 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

MNHR0393 仙道直樹 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

MNHR0400 丸山啓太 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

MNHR0410 西澤英一 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

MNHR0420 金児直哉 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

MNHR0430 中島敏博 ⾧野市テニス協会 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

FNMM0010 ⾧岩由香里 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

FNMM0020 丸山輝美 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

FNMM0040 梅田知美 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

FNMM0071 野村由紀子 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

FNMM0080 飯島麻央 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

FNMM0092 青木美和子 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

FNMM0120 北村裕子 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

FNMM0131 小阪絹江 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

FNMM0141 涌井美代子 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

FNMM0151 倉石雅子 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

FNMM0162 山辺佳代子 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

FNMM0172 青木千恵 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

FNMM0191 山下千枝子 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

FNMM0201 小林佳世 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

FNMM0210 北澤智子 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

FNMM0230 曽根原由美 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

FNMM0240 池田美香 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ



FNMM0251 加藤真帆 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

FNMM0260 中川あかね ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

FNMM0271 丸山紗也加 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

FNMM0280 渡具知富美子 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

FNMM0290 渡邉すみ子 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

FNMM0300 北澤順子 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

FNMM0310 鈴木かをる ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

FNMM0322 中澤文江 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

FNMM0334 片桐こゆき ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

FNMM0341 鍵谷道子 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

FNMM0351 岩谷眸未 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

FNMM0362 梨子下京子 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

FNMM0370 上田美咲 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

FNMM0383 千野恵美子 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

FNMM0390 野村香織 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

FNMM0400 藤中里奈 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0010 轟 純一 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0030 丸山強志 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0052 清水尚一 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0080 山岸勇一 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0130 芦田光剛 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0140 宮澤宣好 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0150 水野和文 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0160 須田 隆 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0221 戸根川俊充 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0230 小山義之 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0240 寺嶋拓也 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0260 飯島佑希 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0270 飯島啓斗 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0280 木南拓也 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0320 湯原康文 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0350 望月大輔 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0360 宮澤 健 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0371 丸山哲資 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0381 小阪俊治 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0390 武藤和洋 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0401 中川雅之 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0410 坂田俊樹 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0420 市川雄大 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ



MNMM0430 近藤 亨 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0452 池田智哉 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0460 寺島和希 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0470 丸山隼弥 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0480 山岸大悟 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0491 森 岳志 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0511 飯塚陽貴 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0522 六川広野 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0531 六川素生 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0540 近藤和彦 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0550 清水優太 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0560 福沢雄一 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0570 安田智昭 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0590 林亮汰 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0600 曽我部貴志 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0611 村上一郎 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

MNMM0620 潤賀亮一 ⾧野市テニス協会 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

FNFR0010 内山久美子 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

FNFR0030 鳴沢みち代 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

FNFR0040 中島雅子 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

FNFR0050 直江由紀 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

FNFR0060 赤木浩子 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

FNFR0070 堀 恵美子 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

FNFR0090 川本順子 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

FNFR0100 目黒 晶 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

FNFR0111 小川佐奈恵 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

FNFR0120 滝澤英子 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

FNFR0130 北條真弓 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

FNFR0170 小林妙子 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

FNFR0180 小林ひとみ ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

FNFR0191 吉池雅子 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

FNFR0202 上原美紀 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

FNFR0221 小林登志子 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

FNFR0231 佐藤英里香 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

FNFR0241 中野恵美 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

FNFR0250 ⾧谷川萌 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

FNFR0251 今井はるか ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

FNFR0262 鈴木 千絵 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

MNFR0010 竹内健一 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ



MNFR0020 堀内雅巳 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

MNFR0040 楢本 肇 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

MNFR0050 小川史朗 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

MNFR0060 笠原浩一 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

MNFR0070 千原伸一 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

MNFR0080 藤岡 修 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

MNFR0090 北島康雄 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

MNFR0100 飯島勉志 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

MNFR0110 原 剛 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

MNFR0120 清水 純 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

MNFR0130 山﨑 宏 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

MNFR0140 滝澤史彰 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

MNFR0150 荒井俊博 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

MNFR0160 小林正和 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

MNFR0170 春日山洋行 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

MNFR0180 鈴木祐一 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

MNFR0190 上野正皓 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

MNFR0200 上野史瑛 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

MNFR0211 今井隼 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

MNFR0221 鈴木 岳志 ⾧野市テニス協会 Ｔ−ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ

FNTP0011 高橋佐織 ⾧野市テニス協会 Ｔｉｐａ！

FNTP0021 井上亜美 ⾧野市テニス協会 Ｔｉｐａ！

FNTP0032 門田ゆりか ⾧野市テニス協会 Ｔｉｐａ！

MNTP0010 芳川晋平 ⾧野市テニス協会 Ｔｉｐａ！

MNTP0020 松山好孝 ⾧野市テニス協会 Ｔｉｐａ！

MNTP0030 繁野 晃 ⾧野市テニス協会 Ｔｉｐａ！

MNTP0040 西澤 翔 ⾧野市テニス協会 Ｔｉｐａ！

MNTP0050 小林健作 ⾧野市テニス協会 Ｔｉｐａ！

MNTP0060 堤 祐哉 ⾧野市テニス協会 Ｔｉｐａ！

MNTP0070 一ノ瀬龍太 ⾧野市テニス協会 Ｔｉｐａ！

MNTP0090 堀川潤也 ⾧野市テニス協会 Ｔｉｐａ！

MNTP0100 市川直広 ⾧野市テニス協会 Ｔｉｐａ！

MNTP0110 西澤翔太 ⾧野市テニス協会 Ｔｉｐａ！

MNTP0120 小泉淳一 ⾧野市テニス協会 Ｔｉｐａ！

MNTP0130 荻原光人 ⾧野市テニス協会 Ｔｉｐａ！

MNTP0140 岩崎志朗 ⾧野市テニス協会 Ｔｉｐａ！

MNTP0150 高梨萌 ⾧野市テニス協会 Ｔｉｐａ！

MNTP0160 松島弘晃 ⾧野市テニス協会 Ｔｉｐａ！

FNRT0080 松本あや子 ⾧野市テニス協会 ＴｕｅｓＴＣ



FNRT0100 横田美智子 ⾧野市テニス協会 ＴｕｅｓＴＣ

FNRT0231 山岸みゆき ⾧野市テニス協会 ＴｕｅｓＴＣ

FNRT0241 土屋多江子 ⾧野市テニス協会 ＴｕｅｓＴＣ

FNRT0260 清水直美 ⾧野市テニス協会 ＴｕｅｓＴＣ

FNRT0270 塩澤和子 ⾧野市テニス協会 ＴｕｅｓＴＣ

FNRT0280 山岸美恵子 ⾧野市テニス協会 ＴｕｅｓＴＣ

FNRT0332 竹内さゆり ⾧野市テニス協会 ＴｕｅｓＴＣ

FNRT0341 玉木陽子 ⾧野市テニス協会 ＴｕｅｓＴＣ

FNRT0350 高野由美子 ⾧野市テニス協会 ＴｕｅｓＴＣ

MNRT0220 柿沼達雄 ⾧野市テニス協会 ＴｕｅｓＴＣ

MNRT0240 久保田英和 ⾧野市テニス協会 ＴｕｅｓＴＣ

MNRT0250 西本浩章 ⾧野市テニス協会 ＴｕｅｓＴＣ

MNRT0280 林 和歩 ⾧野市テニス協会 ＴｕｅｓＴＣ

MNRT0301 山岸洋一 ⾧野市テニス協会 ＴｕｅｓＴＣ

MNRT0310 徳永康宏 ⾧野市テニス協会 ＴｕｅｓＴＣ

FNWN0010 三田千里 ⾧野市テニス協会 ウォルナッツＴＣ

FNWN0020 金沢典子 ⾧野市テニス協会 ウォルナッツＴＣ

FNWN0030 堀米弘美 ⾧野市テニス協会 ウォルナッツＴＣ

FNWN0040 内山晴美 ⾧野市テニス協会 ウォルナッツＴＣ

FNWN0050 丸田貴子 ⾧野市テニス協会 ウォルナッツＴＣ

FNWN0060 久保田真紀 ⾧野市テニス協会 ウォルナッツＴＣ

FNWN0070 池田恵美子 ⾧野市テニス協会 ウォルナッツＴＣ

FNWN0080 水澤佳代 ⾧野市テニス協会 ウォルナッツＴＣ

MNWN0010 平野和宏 ⾧野市テニス協会 ウォルナッツＴＣ

MNWN0020 海津 昇 ⾧野市テニス協会 ウォルナッツＴＣ

MNWN0030 宮下英人 ⾧野市テニス協会 ウォルナッツＴＣ

MNWN0040 中澤耕司 ⾧野市テニス協会 ウォルナッツＴＣ

MNWN0050 宮尾正志 ⾧野市テニス協会 ウォルナッツＴＣ

MNWN0060 堀内英二 ⾧野市テニス協会 ウォルナッツＴＣ

MNWN0070 小林良亘 ⾧野市テニス協会 ウォルナッツＴＣ

MNWN0081 横山健治 ⾧野市テニス協会 ウォルナッツＴＣ

MNWN0090 小林典雄 ⾧野市テニス協会 ウォルナッツＴＣ

MNWN0100 湯本正光 ⾧野市テニス協会 ウォルナッツＴＣ

MNWN0111 青木芳憲 ⾧野市テニス協会 ウォルナッツＴＣ

MNWN0120 池田弘 ⾧野市テニス協会 ウォルナッツＴＣ

MNWN0130 若林俊一 ⾧野市テニス協会 ウォルナッツＴＣ

MNWN0140 小林研介 ⾧野市テニス協会 ウォルナッツＴＣ

MNWN0150 池田晃一 ⾧野市テニス協会 ウォルナッツＴＣ

MNWN0160 夏目寛之 ⾧野市テニス協会 ウォルナッツＴＣ



MNWN0170 柳原真人 ⾧野市テニス協会 ウォルナッツＴＣ

FNER0050 島田浩子 ⾧野市テニス協会 エーデルＴＣ

FNER0060 古海マスミ ⾧野市テニス協会 エーデルＴＣ

FNER0070 一由典子 ⾧野市テニス協会 エーデルＴＣ

FNER0090 宮本奈遠子 ⾧野市テニス協会 エーデルＴＣ

FNER0110 月舘和香子 ⾧野市テニス協会 エーデルＴＣ

FNER0150 中島恵美子 ⾧野市テニス協会 エーデルＴＣ

FNER0211 丸山文子 ⾧野市テニス協会 エーデルＴＣ

FNER0220 土橋裕子 ⾧野市テニス協会 エーデルＴＣ

FNER0230 林 有紀 ⾧野市テニス協会 エーデルＴＣ

FNER0240 原田奈緒 ⾧野市テニス協会 エーデルＴＣ

FNER0250 松坂陽子 ⾧野市テニス協会 エーデルＴＣ

FNER0273 青木真利子 ⾧野市テニス協会 エーデルＴＣ

FNER0300 草間喜美子 ⾧野市テニス協会 エーデルＴＣ

FNER0310 村橋史香 ⾧野市テニス協会 エーデルＴＣ

FNER0320 依田 礼子 ⾧野市テニス協会 エーデルＴＣ

FNER0330 湯本 寛菜 ⾧野市テニス協会 エーデルＴＣ

MNER0030 堀内政幸 ⾧野市テニス協会 エーデルＴＣ

MNER0060 土橋国彦 ⾧野市テニス協会 エーデルＴＣ

MNER0091 岡沢正彦 ⾧野市テニス協会 エーデルＴＣ

MNER0101 細田伸一 ⾧野市テニス協会 エーデルＴＣ

MNER0160 上野 修 ⾧野市テニス協会 エーデルＴＣ

MNER0181 伊東 健 ⾧野市テニス協会 エーデルＴＣ

MNER0190 正村真一 ⾧野市テニス協会 エーデルＴＣ

MNER0200 山崎千治 ⾧野市テニス協会 エーデルＴＣ

MNER0210 松林直臣 ⾧野市テニス協会 エーデルＴＣ

MNER0240 古越 稔 ⾧野市テニス協会 エーデルＴＣ

MNER0250 原田初男 ⾧野市テニス協会 エーデルＴＣ

MNER0260 塚田和敏 ⾧野市テニス協会 エーデルＴＣ

MNER0280 熊井隆一 ⾧野市テニス協会 エーデルＴＣ

MNER0290 竹内啓真 ⾧野市テニス協会 エーデルＴＣ

MNER0300 岩田昌紘 ⾧野市テニス協会 エーデルＴＣ

MNER0310 永野晃 ⾧野市テニス協会 エーデルＴＣ

FNSM0040 松澤久美 ⾧野市テニス協会 サマンサ

FNSM0070 小口真由 ⾧野市テニス協会 サマンサ

FNSM0090 北村衣理佳 ⾧野市テニス協会 サマンサ

FNSM0120 広田貴子 ⾧野市テニス協会 サマンサ

FNSM0140 野口 茉那美 ⾧野市テニス協会 サマンサ

MNSM0030 中沢 崇 ⾧野市テニス協会 サマンサ



MNSM0040 丸山和久 ⾧野市テニス協会 サマンサ

MNSM0050 岡村貞一 ⾧野市テニス協会 サマンサ

MNSM0060 古山裕己 ⾧野市テニス協会 サマンサ

MNSM0070 武石直士 ⾧野市テニス協会 サマンサ

MNSM0080 伊藤克秀 ⾧野市テニス協会 サマンサ

MNSM0090 丸山裕喜 ⾧野市テニス協会 サマンサ

MNSM0100 松浦哲也 ⾧野市テニス協会 サマンサ

MNSM0110 西村 冶 ⾧野市テニス協会 サマンサ

MNSM0121 中村 猛 ⾧野市テニス協会 サマンサ

MNSM0130 井上健司 ⾧野市テニス協会 サマンサ

MNSM0140 西澤正夫 ⾧野市テニス協会 サマンサ

MNSM0150 松尾 昭 ⾧野市テニス協会 サマンサ

MNSM0160 田中 誠 ⾧野市テニス協会 サマンサ

MNSM0170 北岡哲也 ⾧野市テニス協会 サマンサ

MNSM0190 依田英治 ⾧野市テニス協会 サマンサ

MNSM0210 平栗拓朗 ⾧野市テニス協会 サマンサ

MNSM0220 岩本 大栄 ⾧野市テニス協会 サマンサ

MNSM0230 林 誠記 ⾧野市テニス協会 サマンサ

MNSM0240 豊城 聡一 ⾧野市テニス協会 サマンサ

FNRS0021 関戸秀子 ⾧野市テニス協会 せんとぽーりあ

FNRS0030 今度三紀子 ⾧野市テニス協会 せんとぽーりあ

FNRS0040 小林亨子 ⾧野市テニス協会 せんとぽーりあ

FNRS0080 徳永郁子 ⾧野市テニス協会 せんとぽーりあ

FNRS0090 前島理恵子 ⾧野市テニス協会 せんとぽーりあ

FNRS0100 松本明子 ⾧野市テニス協会 せんとぽーりあ

FNRS0110 原山真紀 ⾧野市テニス協会 せんとぽーりあ

FNRS0120 髙山礼子 ⾧野市テニス協会 せんとぽーりあ

FNRS0130 三井佐知 ⾧野市テニス協会 せんとぽーりあ

FNRS0140 太田啓代 ⾧野市テニス協会 せんとぽーりあ

FNRS0160 保坂直子 ⾧野市テニス協会 せんとぽーりあ

FNRS0170 和田薫 ⾧野市テニス協会 せんとぽーりあ

MNRS0051 小浜勝英 ⾧野市テニス協会 せんとぽーりあ

MNRS0060 羽生田秀明 ⾧野市テニス協会 せんとぽーりあ

MNRS0080 芋川俊博 ⾧野市テニス協会 せんとぽーりあ

MNRS0090 小林晴彦 ⾧野市テニス協会 せんとぽーりあ

MNRS0100 生川基弥 ⾧野市テニス協会 せんとぽーりあ

MNRS0110 高橋佑輔 ⾧野市テニス協会 せんとぽーりあ

MNRS0120 加藤陽介 ⾧野市テニス協会 せんとぽーりあ

MNRS0130 小林竜也 ⾧野市テニス協会 せんとぽーりあ



MNRS0140 青木 諒 ⾧野市テニス協会 せんとぽーりあ

MNRS0160 西川 洋介 ⾧野市テニス協会 せんとぽーりあ

MNRS0170 永島 真 ⾧野市テニス協会 せんとぽーりあ

MNRS0180 丸山 剛史 ⾧野市テニス協会 せんとぽーりあ

MNSS0010 ⾧谷川広之 ⾧野市テニス協会 ソニー生命保険ＴＣ

MNSS0021 中澤孝和 ⾧野市テニス協会 ソニー生命保険ＴＣ

FNTY0011 宮原佐代子 ⾧野市テニス協会 タヤマスポーツＴＣ

FNTY0021 荻原公美子 ⾧野市テニス協会 タヤマスポーツＴＣ

FNTY0031 藤本実加 ⾧野市テニス協会 タヤマスポーツＴＣ

FNTY0041 原 奈美恵 ⾧野市テニス協会 タヤマスポーツＴＣ

FNTY0052 江津祐美子 ⾧野市テニス協会 タヤマスポーツＴＣ

FNTY0061 黒柳ユキ江 ⾧野市テニス協会 タヤマスポーツＴＣ

FNTY0071 和田良子 ⾧野市テニス協会 タヤマスポーツＴＣ

FNTY0081 古室裕子 ⾧野市テニス協会 タヤマスポーツＴＣ

FNTY0091 有坂朋子 ⾧野市テニス協会 タヤマスポーツＴＣ

FNTY0102 市川優子 ⾧野市テニス協会 タヤマスポーツＴＣ

FNTY0111 川野美恵 ⾧野市テニス協会 タヤマスポーツＴＣ

FNTY0121 山ノ井邦子 ⾧野市テニス協会 タヤマスポーツＴＣ

FNTY0132 和田由起子 ⾧野市テニス協会 タヤマスポーツＴＣ

FNTY0141 小林和美 ⾧野市テニス協会 タヤマスポーツＴＣ

FNTY0151 ⾧沢葉子 ⾧野市テニス協会 タヤマスポーツＴＣ

FNTY0160 南澤久実 ⾧野市テニス協会 タヤマスポーツＴＣ

FNTY0170 滝沢正枝 ⾧野市テニス協会 タヤマスポーツＴＣ

FNTY0182 工藤かおり ⾧野市テニス協会 タヤマスポーツＴＣ

FNTY0192 花岡純恵 ⾧野市テニス協会 タヤマスポーツＴＣ

FNTY0200 松本はな子 ⾧野市テニス協会 タヤマスポーツＴＣ

FNTY0210 堀田恭子 ⾧野市テニス協会 タヤマスポーツＴＣ

MNTY0012 南澤広之 ⾧野市テニス協会 タヤマスポーツＴＣ

MNTY0021 百瀬孝文 ⾧野市テニス協会 タヤマスポーツＴＣ

MNTY0031 前島武彦 ⾧野市テニス協会 タヤマスポーツＴＣ

MNTY0041 藤本雅広 ⾧野市テニス協会 タヤマスポーツＴＣ

MNTY0051 黒柳信幸 ⾧野市テニス協会 タヤマスポーツＴＣ

MNTY0061 目黒秀明 ⾧野市テニス協会 タヤマスポーツＴＣ

MNTY0071 滝沢俊一 ⾧野市テニス協会 タヤマスポーツＴＣ

MNTY0081 滝沢昇 ⾧野市テニス協会 タヤマスポーツＴＣ

MNTY0091 井出道英 ⾧野市テニス協会 タヤマスポーツＴＣ

MNTY0100 伊藤悠太 ⾧野市テニス協会 タヤマスポーツＴＣ

FNDR0020 山﨑正子 ⾧野市テニス協会 ドリームＴＣ

FNDR0040 小山泉江 ⾧野市テニス協会 ドリームＴＣ



FNDR0050 小林順子 ⾧野市テニス協会 ドリームＴＣ

FNDR0061 島田みなと ⾧野市テニス協会 ドリームＴＣ

FNDR0090 金児えい子 ⾧野市テニス協会 ドリームＴＣ

FNDR0100 青木美和 ⾧野市テニス協会 ドリームＴＣ

FNDR0110 大澤亜喜子 ⾧野市テニス協会 ドリームＴＣ

FNDR0120 青木彩実 ⾧野市テニス協会 ドリームＴＣ

FNDR0133 松浦 愛 ⾧野市テニス協会 ドリームＴＣ

FNDR0140 中条ちひろ ⾧野市テニス協会 ドリームＴＣ

FNDR0150 米持 彩 ⾧野市テニス協会 ドリームＴＣ

MNDR0010 北澤正美 ⾧野市テニス協会 ドリームＴＣ

MNDR0020 飯島新也 ⾧野市テニス協会 ドリームＴＣ

MNDR0031 島田周治 ⾧野市テニス協会 ドリームＴＣ

MNDR0040 曽根一善 ⾧野市テニス協会 ドリームＴＣ

MNDR0050 小林光一 ⾧野市テニス協会 ドリームＴＣ

MNDR0061 西村康浩 ⾧野市テニス協会 ドリームＴＣ

MNDR0070 冨永素司 ⾧野市テニス協会 ドリームＴＣ

MNDR0080 金児康平 ⾧野市テニス協会 ドリームＴＣ

MNDR0090 丸山幹雄 ⾧野市テニス協会 ドリームＴＣ

MNDR0100 小池景太 ⾧野市テニス協会 ドリームＴＣ

MNDR0110 水上 崇 ⾧野市テニス協会 ドリームＴＣ

MNDR0121 小野岳彦 ⾧野市テニス協会 ドリームＴＣ

MNDR0130 青木保夫 ⾧野市テニス協会 ドリームＴＣ

MNDR0140 北島拓朗 ⾧野市テニス協会 ドリームＴＣ

MNDR0150 新村敏旦 ⾧野市テニス協会 ドリームＴＣ

MNDR0160 若林建伸 ⾧野市テニス協会 ドリームＴＣ

MNDR0170 丸山浩司 ⾧野市テニス協会 ドリームＴＣ

MNDR0180 中村太 ⾧野市テニス協会 ドリームＴＣ

MNDR0190 金児晴夫 ⾧野市テニス協会 ドリームＴＣ

FNNH0010 芳賀敬子 ⾧野市テニス協会 ハーガードＴＣ

FNNH0020 芳賀真由美 ⾧野市テニス協会 ハーガードＴＣ

FNNH0030 片山和江 ⾧野市テニス協会 ハーガードＴＣ

FNNH0040 内田臣枝 ⾧野市テニス協会 ハーガードＴＣ

FNNH0060 笹森梨沙 ⾧野市テニス協会 ハーガードＴＣ

FNNH0070 小泉華奈 ⾧野市テニス協会 ハーガードＴＣ

FNNH0080 酒井奈津子 ⾧野市テニス協会 ハーガードＴＣ

FNNH0091 望月あやこ ⾧野市テニス協会 ハーガードＴＣ

FNNH0100 瀬在奈津子 ⾧野市テニス協会 ハーガードＴＣ

FNNH0110 徳永真弓 ⾧野市テニス協会 ハーガードＴＣ

FNNH0131 山本梨乃 ⾧野市テニス協会 ハーガードＴＣ



FNNH0150 檀原理恵 ⾧野市テニス協会 ハーガードＴＣ

FNNH0160 蟻川 喜美江 ⾧野市テニス協会 ハーガードＴＣ

MNNH0010 田畑真一郎 ⾧野市テニス協会 ハーガードＴＣ

MNNH0020 和田晃治 ⾧野市テニス協会 ハーガードＴＣ

MNNH0031 芳賀 武 ⾧野市テニス協会 ハーガードＴＣ

MNNH0040 芳賀 篤 ⾧野市テニス協会 ハーガードＴＣ

MNNH0060 高野明男 ⾧野市テニス協会 ハーガードＴＣ

MNNH0080 岩崎 亮 ⾧野市テニス協会 ハーガードＴＣ

MNNH0090 土田竜吾 ⾧野市テニス協会 ハーガードＴＣ

MNNH0100 豊森智明 ⾧野市テニス協会 ハーガードＴＣ

MNNH0110 原 平 ⾧野市テニス協会 ハーガードＴＣ

MNNH0120 市川直広 ⾧野市テニス協会 ハーガードＴＣ

MNNH0140 杉山浩一 ⾧野市テニス協会 ハーガードＴＣ

MNNH0150 湯本達男 ⾧野市テニス協会 ハーガードＴＣ

MNNH0161 小林雅彦 ⾧野市テニス協会 ハーガードＴＣ

MNNH0170 熊井隆一 ⾧野市テニス協会 ハーガードＴＣ

MNNH0181 山崎寛史 ⾧野市テニス協会 ハーガードＴＣ

MNNH0190 小林樹佳 ⾧野市テニス協会 ハーガードＴＣ

MNNH0200 折山千尋 ⾧野市テニス協会 ハーガードＴＣ

MNNH0210 笹森正 ⾧野市テニス協会 ハーガードＴＣ

MNNH0220 栗田守 ⾧野市テニス協会 ハーガードＴＣ

MNNH0230 門馬賢治 ⾧野市テニス協会 ハーガードＴＣ

MNNH0240 大川雅貴 ⾧野市テニス協会 ハーガードＴＣ

MNNH0250 柳澤哲行 ⾧野市テニス協会 ハーガードＴＣ

MNNH0260 柳澤崇成 ⾧野市テニス協会 ハーガードＴＣ

MNNH0270 工藤大樹 ⾧野市テニス協会 ハーガードＴＣ

MNNH0280 野村知裕 ⾧野市テニス協会 ハーガードＴＣ

FNKT0010 小坂圭子 ⾧野市テニス協会 県庁高嶺Ｃ

FNKT0020 丸山薫 ⾧野市テニス協会 県庁高嶺Ｃ

MNKT0010 川上 学 ⾧野市テニス協会 県庁高嶺Ｃ

MNKT0020 藤井隆男 ⾧野市テニス協会 県庁高嶺Ｃ

MNKT0030 傳田利光 ⾧野市テニス協会 県庁高嶺Ｃ

MNKT0040 木曾 茂 ⾧野市テニス協会 県庁高嶺Ｃ

MNKT0050 青沼信二 ⾧野市テニス協会 県庁高嶺Ｃ

MNKT0060 栗林一彦 ⾧野市テニス協会 県庁高嶺Ｃ

MNKT0070 増澤邦彦 ⾧野市テニス協会 県庁高嶺Ｃ

MNKT0090 島田剛志 ⾧野市テニス協会 県庁高嶺Ｃ

MNKT0100 辰ノ口昌弘 ⾧野市テニス協会 県庁高嶺Ｃ

MNKT0110 今吉 聡 ⾧野市テニス協会 県庁高嶺Ｃ



MNKT0120 宮下 覚 ⾧野市テニス協会 県庁高嶺Ｃ

MNKT0130 相澤光宏 ⾧野市テニス協会 県庁高嶺Ｃ

MNKT0140 高嶋 修 ⾧野市テニス協会 県庁高嶺Ｃ

MNKT0150 赤沼礼一 ⾧野市テニス協会 県庁高嶺Ｃ

MNKT0160 斉藤健郎 ⾧野市テニス協会 県庁高嶺Ｃ

MNKT0172 伊藤佳延 ⾧野市テニス協会 県庁高嶺Ｃ

MNKT0181 市川真吾 ⾧野市テニス協会 県庁高嶺Ｃ

MNKT0190 井ノ口明義 ⾧野市テニス協会 県庁高嶺Ｃ

MNKT0200 伊藤雅啓 ⾧野市テニス協会 県庁高嶺Ｃ

MNKT0211 丸山富雄 ⾧野市テニス協会 県庁高嶺Ｃ

MNKT0223 丸山陽輔 ⾧野市テニス協会 県庁高嶺Ｃ

MNKT0230 嶋田昌宏 ⾧野市テニス協会 県庁高嶺Ｃ

MNKT0240 小林俊岳 ⾧野市テニス協会 県庁高嶺Ｃ

MNKT0250 窪田優希 ⾧野市テニス協会 県庁高嶺Ｃ

MNKT0260 滝澤陽 ⾧野市テニス協会 県庁高嶺Ｃ

MNKT0270 大山勇斗 ⾧野市テニス協会 県庁高嶺Ｃ

MNKT0282 奈良本憲泰 ⾧野市テニス協会 県庁高嶺Ｃ

MNKT0291 浜田崇 ⾧野市テニス協会 県庁高嶺Ｃ

MNKT0300 酒井信一 ⾧野市テニス協会 県庁高嶺Ｃ

FNSR0010 高須 ゆかり ⾧野市テニス協会 更級ＭＥＤ．ＴＣ

MNSR0010 数本 直規 ⾧野市テニス協会 更級ＭＥＤ．ＴＣ

MNSR0020 清水 元彦 ⾧野市テニス協会 更級ＭＥＤ．ＴＣ

MNSR0030 高須 政夫 ⾧野市テニス協会 更級ＭＥＤ．ＴＣ

MNSR0040 松井 雅彦 ⾧野市テニス協会 更級ＭＥＤ．ＴＣ

MNSR0050 鷲澤 一彦 ⾧野市テニス協会 更級ＭＥＤ．ＴＣ

MNSR0060 内藤 寿彦 ⾧野市テニス協会 更級ＭＥＤ．ＴＣ

FNSI0060 越川弘子 ⾧野市テニス協会 篠ノ井スマッシュＴＣ

FNSI0090 小山由美子 ⾧野市テニス協会 篠ノ井スマッシュＴＣ

FNSI0141 小林秋七 ⾧野市テニス協会 篠ノ井スマッシュＴＣ

FNSI0150 石坂里奈 ⾧野市テニス協会 篠ノ井スマッシュＴＣ

FNSI0190 船木亜紀 ⾧野市テニス協会 篠ノ井スマッシュＴＣ

FNSI0230 今石里恵 ⾧野市テニス協会 篠ノ井スマッシュＴＣ

FNSI0250 寺澤広子 ⾧野市テニス協会 篠ノ井スマッシュＴＣ

FNSI0270 酒井奈美子 ⾧野市テニス協会 篠ノ井スマッシュＴＣ

FNSI0280 峯村さゆり ⾧野市テニス協会 篠ノ井スマッシュＴＣ

FNSI0290 檀原理恵 ⾧野市テニス協会 篠ノ井スマッシュＴＣ

MNSI0020 宮岡秀光 ⾧野市テニス協会 篠ノ井スマッシュＴＣ

MNSI0070 古越宣正 ⾧野市テニス協会 篠ノ井スマッシュＴＣ

MNSI0090 小野 享 ⾧野市テニス協会 篠ノ井スマッシュＴＣ



MNSI0100 小林久茂 ⾧野市テニス協会 篠ノ井スマッシュＴＣ

MNSI0110 柳澤幸繁 ⾧野市テニス協会 篠ノ井スマッシュＴＣ

MNSI0130 和田敏晴 ⾧野市テニス協会 篠ノ井スマッシュＴＣ

MNSI0140 中島功雄 ⾧野市テニス協会 篠ノ井スマッシュＴＣ

MNSI0160 今石 力 ⾧野市テニス協会 篠ノ井スマッシュＴＣ

MNSI0170 柳澤 勝 ⾧野市テニス協会 篠ノ井スマッシュＴＣ

MNSI0180 中島壮弘 ⾧野市テニス協会 篠ノ井スマッシュＴＣ

MNSI0190 田川裕巳 ⾧野市テニス協会 篠ノ井スマッシュＴＣ

MNSI0200 和田 俊晴 ⾧野市テニス協会 篠ノ井スマッシュＴＣ

MNSE0012 野村智弘 ⾧野市テニス協会 新光電気テニス部

MNSE0021 小島由巳 ⾧野市テニス協会 新光電気テニス部

MNSE0031 小林大樹 ⾧野市テニス協会 新光電気テニス部

MNSE0041 青木利晃 ⾧野市テニス協会 新光電気テニス部

MNSE0052 久保田 誠 ⾧野市テニス協会 新光電気テニス部

MNSE0062 里見翔平 ⾧野市テニス協会 新光電気テニス部

MNSE0071 山田直登 ⾧野市テニス協会 新光電気テニス部

MNSE0091 春日孝広 ⾧野市テニス協会 新光電気テニス部

MNSE0101 風間正隆 ⾧野市テニス協会 新光電気テニス部

MNSE0120 白木聡史 ⾧野市テニス協会 新光電気テニス部

MNSE0130 原山英男 ⾧野市テニス協会 新光電気テニス部

MNSE0140 藤沢靖也 ⾧野市テニス協会 新光電気テニス部

FNNW0010 小野順子 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

FNNW0060 寺沢千鶴子 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

FNNW0080 田中暢栄 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

FNNW0100 西澤朋子 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

FNNW0110 高野愛子 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

FNNW0120 山口涼子 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

FNNW0140 小林はるよ ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

FNNW0152 清水典子 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

FNNW0161 水野由美子 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

FNNW0171 北山節江 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

FNNW0183 野口寛子 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

FNNW0191 小濱修子 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

FNNW0201 武田はるみ ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

FNNW0211 石川亜季 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

FNNW0220 富井 薫 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

FNNW0231 二木いずみ ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

FNNW0241 寺島公江 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

FNNW0252 竹内睦美 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ



FNNW0261 小林明日香 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

FNNW0270 中村真衣 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

FNNW0280 西澤房代 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

FNNW0290 今度 三紀子 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

FNNW0300 飯島 志織 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0010 杵渕 節 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0030 山口 稔 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0040 小野保憲 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0050 太田 衛 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0070 下條祐二 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0080 宮坂日出夫 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0090 間瀬俊秋 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0110 金子 豊 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0120 青沼正治 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0150 玉井比知朗 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0161 戸谷龍一 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0170 越 明正 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0180 安田幸夫 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0190 島田善樹 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0230 市之瀬和雄 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0260 山口 博 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0270 相馬勝彦 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0280 岩谷 整 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0290 小濱勝英 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0300 籔 孝雄 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0311 野口 真 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0320 村井正裕 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0330 平出政隆 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0341 二木雅敏 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0350 山岸 孝 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0360 米澤 孝 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0371 増田毅彦 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0381 竹内 理 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0390 堀内信良 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0401 石川宏貴 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0412 山岸宏史 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0413 酒井信勝 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0420 中村貴則 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0430 若月宗一 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ



MNNW0440 河野翔太 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0450 本永純一 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0460 山本弥 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0470 浦野義忠 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0480 井田海人 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0490 三澤晴樹 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0500 阪上卓也 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0510 向井利明 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0520 関根篤史 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0530 越路聖 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0540 吉田亮 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0550 西本龍雄 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0560 北村俊介 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0570 原山晋史郎 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0580 鳥山義郷 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0590 田邊清 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0600 東 雅彦 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0611 小山 保 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

MNNW0620 石田 豊晃 ⾧野市テニス協会 西和田ＴＣ

FNNS0010 松本真理子 ⾧野市テニス協会 ⾧野市役所ＴＣ

FNNS0020 関 加奈子 ⾧野市テニス協会 ⾧野市役所ＴＣ

FNNS0030 市川冨美枝 ⾧野市テニス協会 ⾧野市役所ＴＣ

FNNS0040 北山真理子 ⾧野市テニス協会 ⾧野市役所ＴＣ

FNNS0050 吉川小織理 ⾧野市テニス協会 ⾧野市役所ＴＣ

FNNS0060 児島真季 ⾧野市テニス協会 ⾧野市役所ＴＣ

FNNS0070 金子美恵 ⾧野市テニス協会 ⾧野市役所ＴＣ

FNNS0080 池田啓子 ⾧野市テニス協会 ⾧野市役所ＴＣ

FNNS0090 坂口夏江 ⾧野市テニス協会 ⾧野市役所ＴＣ

FNNS0100 西澤美帆 ⾧野市テニス協会 ⾧野市役所ＴＣ

FNNS0110 酒井美和 ⾧野市テニス協会 ⾧野市役所ＴＣ

FNNS0120 松岡裕未子 ⾧野市テニス協会 ⾧野市役所ＴＣ

FNNS0130 高橋彩乃 ⾧野市テニス協会 ⾧野市役所ＴＣ

MNNS0010 市川和宏 ⾧野市テニス協会 ⾧野市役所ＴＣ

MNNS0020 小林弘和 ⾧野市テニス協会 ⾧野市役所ＴＣ

MNNS0030 上原暢夫 ⾧野市テニス協会 ⾧野市役所ＴＣ

MNNS0040 木原 秀 ⾧野市テニス協会 ⾧野市役所ＴＣ

MNNS0050 唐木田雅彦 ⾧野市テニス協会 ⾧野市役所ＴＣ

MNNS0060 山岸慎弥 ⾧野市テニス協会 ⾧野市役所ＴＣ

MNNS0070 ⾧岡博之 ⾧野市テニス協会 ⾧野市役所ＴＣ



MNNS0080 倉石義人 ⾧野市テニス協会 ⾧野市役所ＴＣ

MNNS0090 五明隆一 ⾧野市テニス協会 ⾧野市役所ＴＣ

MNNS0100 久保幸一 ⾧野市テニス協会 ⾧野市役所ＴＣ

MNNS0110 松本直樹 ⾧野市テニス協会 ⾧野市役所ＴＣ

MNNS0120 松本祥冶 ⾧野市テニス協会 ⾧野市役所ＴＣ

MNNS0130 下里真倫 ⾧野市テニス協会 ⾧野市役所ＴＣ

MNNS0140 中澤秀彰 ⾧野市テニス協会 ⾧野市役所ＴＣ

MNNS0150 義家文成 ⾧野市テニス協会 ⾧野市役所ＴＣ

MNNS0162 青木義彦 ⾧野市テニス協会 ⾧野市役所ＴＣ

MNNS0171 北澤 博 ⾧野市テニス協会 ⾧野市役所ＴＣ

MNNS0180 野口俊輔 ⾧野市テニス協会 ⾧野市役所ＴＣ

MNNS0190 谷屋 俊 ⾧野市テニス協会 ⾧野市役所ＴＣ

MNNS0200 小林清一 ⾧野市テニス協会 ⾧野市役所ＴＣ

MNNS0210 中村明倫 ⾧野市テニス協会 ⾧野市役所ＴＣ

MNNS0220 轟健太郎 ⾧野市テニス協会 ⾧野市役所ＴＣ

MNNS0230 青木勇磨 ⾧野市テニス協会 ⾧野市役所ＴＣ

FNNM0011 原田敦子 ⾧野市テニス協会 ⾧野日本無線ＴＣ

FNNM0020 岡田尚美 ⾧野市テニス協会 ⾧野日本無線ＴＣ

FNNM0030 小田切寿代 ⾧野市テニス協会 ⾧野日本無線ＴＣ

FNNM0040 藤澤 奈美子 ⾧野市テニス協会 ⾧野日本無線ＴＣ

FNNM0050 久保田 葵 ⾧野市テニス協会 ⾧野日本無線ＴＣ

MNNM0020 岡澤昌廣 ⾧野市テニス協会 ⾧野日本無線ＴＣ

MNNM0040 平野正樹 ⾧野市テニス協会 ⾧野日本無線ＴＣ

MNNM0050 岸田 淳 ⾧野市テニス協会 ⾧野日本無線ＴＣ

MNNM0061 小林健一 ⾧野市テニス協会 ⾧野日本無線ＴＣ

MNNM0080 金井久男 ⾧野市テニス協会 ⾧野日本無線ＴＣ

MNNM0090 寺田公美 ⾧野市テニス協会 ⾧野日本無線ＴＣ

MNNM0100 市川進治 ⾧野市テニス協会 ⾧野日本無線ＴＣ

MNNM0110 佐藤 修 ⾧野市テニス協会 ⾧野日本無線ＴＣ

MNNM0120 坂本一真 ⾧野市テニス協会 ⾧野日本無線ＴＣ

MNNM0130 三田村直毅 ⾧野市テニス協会 ⾧野日本無線ＴＣ

MNNM0140 宮井秀次 ⾧野市テニス協会 ⾧野日本無線ＴＣ

MNNM0150 堀口拓郎 ⾧野市テニス協会 ⾧野日本無線ＴＣ

MNNM0160 芋川知輝 ⾧野市テニス協会 ⾧野日本無線ＴＣ

MNNM0170 戸谷和男 ⾧野市テニス協会 ⾧野日本無線ＴＣ

MNNM0180 竹節 守弘 ⾧野市テニス協会 ⾧野日本無線ＴＣ

MNNM0190 伊藤 純也 ⾧野市テニス協会 ⾧野日本無線ＴＣ

MNNM0200 倉田 正勝 ⾧野市テニス協会 ⾧野日本無線ＴＣ

MNNM0210 樋口 勝也 ⾧野市テニス協会 ⾧野日本無線ＴＣ



MNNM0220 谷下 智紀 ⾧野市テニス協会 ⾧野日本無線ＴＣ

MNNM0230 小田切 滉平 ⾧野市テニス協会 ⾧野日本無線ＴＣ

MNNM0240 瀧澤 泰彬 ⾧野市テニス協会 ⾧野日本無線ＴＣ


