
番号 氏名 所属 番号 氏名 所属

 安藤 圭  神崎 渉
 安藤 春菜  神崎 美佳
 吉⽥ 伸広  福永 ⿓司
 吉⽥ まゆみ  福永 潤⼦
 ⽥中 豊  ⻄川 健⼆ (クラブ ルネット)

 ⽥中 久美⼦  ⻄川 英⼦ (ITC与野)
 蓮⾒ 輝雄  ⾦沢 富明
 蓮⾒ 裕美  ⾦沢 礼⼦
 ⼭本 史彦 (RLTS)  ⽯井 博之
 ⼭本 佳⼦ (STJ)  ⽯井 淳⼦
 北村 幸⼀ (UYTC)  塩野⾕ 慎吾
 北村 歩美 (麗和)  塩野⾕ 綾
 奥村 真嗣  平⽥ 正憲 (T・弁慶)
 奥村 由紀菜  平⽥ 智恵⾹ (ITC与野)
 宮﨑 博  富樫 毅⾏ (ZIPPERS)
 宮﨑 るり  富樫 はるみ (春野ITS)
 ⼩島 宏明  ⿊⽥ 忠憲
 ⼩島 和⼦  ⿊⽥ 智⼦
 ⽯野 俊之  秋葉 真純
 ⽯野 郁美  秋葉 久美⼦
 岩崎 誠也  ⼆⽥ 響介
 岩崎 涼⼦  ⼆⽥ 佐智代 (サンファイブ)

 植⽵ 浩⼆  関⾕ 祐⽣
 植⽵ 伸⼦  関⾕ 葵⾐
 鈴⽊ 誠⼀  川嶋 祐⼀ (X)
 鈴⽊ 幸⼦  川嶋 美桜
 三⽊ 琢 (USTC)  ⼩嶋 誠治
 三⽊ 紀江 (S-MTC)  ⼩嶋 沙英 (浦和SC)
 打越 康志  笠間 聡啓 (Team Air)
 打越 美由紀  笠間 智美 (RSC)
 瀬⽥ ⽂治  武藤 寿⾏
 瀬⽥ 美代⼦  武藤 千依
 東海林 孝守  東 正知
 東海林 妃佳利  東 美知⼦
 中島 鉄⽣ (春野ITS)  ⽥中 信介
 中島 夢実 (東⼤宮TC)  ⽥中 優⼦

テニスの⽇参加者名簿  集合：荒川北側５番コート前 ８時３０分

1 (爆＆K) 19 (岩槻テニスクラブ)

2 (RLTS) 20 (浦和サンデーTC)

(チームエガリテ)

5 23 (USTC)

6 24 (チームSugar)

3 (NTNL) 21

4 (misono) 22

9 (にいざぁず) 27 (すみれ会)

10 (DropShot) 28 (スマッシュT.C)

7 (みなテニ) 25

8 (オセロ) 26

13 (RLTS) 31

14 32

15 (MYSTARS) 33

11 (AIS) 29

12 (プアフル) 30

18 36 (ユニコTC)

16 (Xin chao) 34 (0-ALL)

17 (SPIRYTUS) 35 (RLTS)



番号 氏名 所属 番号 氏名 所属

 ⽯川 雅司 (キャロット)  棚瀬 成⼈
 ⽯川 安芸 (ワーデック)  棚瀬 真紀
 安東 智之  ⻫藤 昭弘
 安東 悦⼦  畑 仁美
 逆藤 宗広  ⼤⽯ ⾠夫
 逆藤 尚⼦  ⼤⽯ 厚⼦
 ⽥村 丈⼆  北⾒ 孝史
 ⽥村 佳奈⼦  北⾒ 康予
 ⿊須 秀和  ⼤⽯ 純⽣
 ⿊須 栞  ⼤⽯ 砂織
 真壁 政信 (レッドクリフ)  ⽉⽥ 勝 (サンファイブ)

 真壁 美江 (USTC)  ⽉⽥ ⽂⼦ (SARI)
 ⾕川 達郎 (コリンズ)  斎藤 真吾
 ⾕川 潤⼦ (Joker's)  ⻫藤 桃⼦
 新宮 圭介  川島 孝
 新宮 奈⺒  川島 まさみ
 末岡 直樹  丸⼭ 裕道
 末岡 美紗  丸⼭ 美喜⼦
 ⽔落 進 (東⼤宮TC)  ラヴェル ジェームス (ITC与野) 

ダー (アット)  ラヴェル 美奈 (T・弁慶)
 ⽵村 慎治  ⽴川 貴弘
 ⽵村 尚美  ⽴川 朋⼦
 池⾕ 忠  宮本 航太
 池⾕ 恵美  宮本 彩
 榎本 隆之  寺⾕ 忠宏
 榎本 宇希⼦  寺⾕ 典⼦
 内⼭ 陽  植松 秀誓
 内⼭ 覚⺒  植松 ゆかり
 ⾦井 慶太郎  伊地知 哲⽣
 ⾦井 美奈⼦  伊地知 智嘉
 ⻄村 啓  桧⼭ ⾼志 (ルネサンス浦和)

 ⻄村 和加⼦  桧⼭ 依 (浦和サンデーTC)

 志藤 博克  野川 道央
 志藤 万⾥  野川 裕⼦
 永野 泰宏  ⽯⼭ 公介
 永野 亜⽮⼦  ⽯⼭ 裕⽣
 阿部 晋  古川 暢彦
 阿部 みゆき  古川 奈美
 ⼭⽥ 泰正 (東⼤宮TC)  ⾼部 智晴
 ⼭⽥ 妙⼦ (春野ITS)  ⾼部 しのぶ

テニスの⽇参加者名簿  集合：荒川南側９番コート前 ８時３０分

37 57 (プアフル)

40 (サンファイブ) 60 (東⼤宮TC)

41 (東⼤宮TC) 61 (東⼤宮TC)

38 (RSC) 58 (春野ITS)

39 (春野ITS) 59 (荒川テニスクラブ)

42 62

43 63 (チームエガリテ)

44 (ジョイナス) 64 (与野TC)

47 (爆＆K) 67 (X)

48 (RLTS) 68

45 (みなテニ) 65 (フレンドリーTC)

46 66

51 (CUTA) 71 (MTSC)

52 (SARI) 72

49 (RLTS) 69 (RLTS)

50 (ITC与野) 70 (プアフル)

55 (ハルノテニス) 75 (レガロ)

56 76 (RLTS)

53 (サンファイブ) 73 (サンファイブ)

54 (BSTH浦和) 74 (にいざぁず)




