
ブロック チーム名

MeijiSeikaﾌｧﾙﾏ小田原 津田 裕一郎 牧野 亮 松原 広穏(重複削除)

ダイヤモンドヒル A 本間 興一 三根 英裕 奥山 竜紀 長嶋 健一(訂正)

開成グリーン A 佐野 德之

アールベルグ B 加川 大夢

富士小田原 A 前田 浩丞

富士ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ A 上方 玲音 寺田 光汰

富士見TC A 古谷 拓 稲村 啓和

ボム 村上 颯 五十嵐 大翔

アクア 大貫 昭宏 加藤 洋一

オレンジヒルTC A 田中 修

日立小田原 B 新谷 貴紀 水谷 朋文 中山 晶智

三菱ガス化学 上ヶ島 一輝

小田原テニス倶楽部 A 平野 伸幸 遠藤 英徳

BEAT TC A 原　秀敏

鴨宮TC 下村 幸一 杉山 将大 石元 秀典

KITAN’s 須藤 彰大

アールベルグ A 鈴木 健介 倉橋 泰良 吉池 隆

D-tennis A 槙岡 翔平 渡井 信 村上 広樹

オレンジヒルTC B 前田 春雄

裁判所 A 竹内 努 宮間 貴之

小田高テニス部OB会 天花寺 直紀 山﨑 裕之 中尾 諒

健楽園TC C 成田 正彦 臼井 直人(訂正)

小田原市役所 島田 礼二 今野 真吾

フリーバード 荻野　貴裕

ゆめ 小澤 洋一 古賀 安博

わかもと製薬 古田 雅己 西田 充輝 高木 洸佑 岡村義彦(重複削除)

シャトル中井 永森 千代二

足柄ローンTC B 高野 紀三夫 今道 周雄 高橋 裕正

小田原テニス倶楽部 B 元津 弘晶 竹山 厚(重複削除)

アールベルグ C 原田 和延 仲澤 和巳

BEAT TC B 森上 一世 関口 優汰 関口 秀

Zip TC Challenge 竹山 厚 石黒 貴光

富士宮台 C 井上 豪人

Zip TC B 田谷 茂 松井 清

トモロウ 細矢 悟

ブロック チーム名

メランジュ 祖父江 彩乃

BEAT TC A 梅田 真由美 神田 玲央

Rafael-k 柴田 紗弥 齊藤 瑠花 右田 順子(訂正)

開成グリーン B 千葉 麻衣子

ジョッキーズ 日下 恵里香

フェニックス 川島 薫 石川 かおり 山﨑 早苗

Rafael-M 重田 里実

富士足柄 通木 真理

UNO 花田 加奈子 熊谷 小里 柳下 千夏

南足柄TC 加藤 利江 竹田 桂子 磯野 恵美

アルバ 林 友佳子

ラ スリーズ 大嶋 彩乃

BEAT TC B 福田 莉緒

ジョイフル 青木 美子 井田 友美

アールベルグ B 中村 正美

足柄ローンTC B 曽根 富美子

ユピテル 松田 広子 内藤 亜美

富士ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 宮崎 美貴 高橋 直子 森 桜子

A.T.F. 宮垣 友理恵 山口 遥陽 横山 理紗子

ハングリーTC 小板谷 芳枝

ルーチェ 高岡 香奈美 南場 香里

開成グリーン A 市川 結月 鈴木 陽子
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