
青木 亮子 安達 美智子
湧川 朝久 安達 真也

柳川 幸江
柳川 久貴

福島 亜紀 有賀 嘉代子 )(  Ｐoco       

品川 航太郎 有賀 耕司 )(  ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ    

山口 祐子 )(  ﾛｲﾔﾙP    柿澤 三千子
西大路 隆範 )(  個人        柿澤 裕

中島 真由美 柴田 孝子
中島 耕平 柴田 健治

窪田 ｴﾐ子 武藤 愛美
増田 豊 青山 尊波

足立 千明 )(  あさき      久保田 春美
足立 匡士 )(  個人        山崎 保之

青木 佐智子 )(  遊乗会    新井 亜由子 )(  庭球塾     

高橋 茂 )(  名細        鹿島 浩幸 )(  ﾙﾙﾃｶ      

池田 加代子 若松 みつ恵
池田 次男 竹下 誠一郎

天沼 希衣 )(  石井ＴＡ   

川崎 一乃 )(  ﾌｫﾚｽﾄ     

谷口 綾子 矢作 明子
関根 義和 矢作 芳和

持田 恵子 )(  個人        小林 弘美 )(  あさき      

小池 精一 )(  ﾃﾆｽﾅｯﾂ  小林 征弘 )(  ﾃﾆｽﾅｯﾂ  

大山 圭子 大髙 敦子
小島 英夫 大髙 裕行

島田 えり 谷津 徳美
窪田 尚功 谷津 忠司

伊藤 明子 宮 志寿代
大室 正一 宮 信之

小峰 芳枝 )(  ﾙﾙﾃｶ      舟生 美代子
黒須 晴美 )(  ﾛｲﾔﾙP    鈴岡 丈明
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吉川 直子 堀ノ内 信子
吉川 清一 豊田 裕昭

林 美奈子
松屋 卓実

小林 美幸 )(  ﾛｲﾔﾙP    原田 晶子
小林 誠 )(  ﾚｲｸ        西留 清比古

佐藤 節子 )(  ｽﾏｯｼｭ    水野 裕子 )(  ﾙﾙﾃｶ     

有村 誠 )(  あさき      飯野 裕 )(  個人       

中村 優子 )(  遊乗会    青木 明子
中村 淳夫 )(  石井ＴＡ  高橋 進

三塚 美智子 )(  個人       上田 志保
三塚 雅紀 )(  ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   成田 均

栗原 美佐子 田子 真琴
栗原 薫 田子 亮二

鈴木 淑江 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ    村山 美加
三橋 俊哉 )(  個人       新井 博道

羽生田 美津枝 益城 優芽 )( ﾛｲﾔﾙＰ    

羽生田 智 益城 惇 )(  個人       

岡森 峰子
岡森 剛

佐藤 久美 三島 由理
室岡 浩司 三島 章

高橋 泰子 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ    若杉 克代
水谷 隆 )(  あさき      高谷 真

江原 由美子 菊池 聡子 )(  あさき      

江原 聡司 加藤 和昭 )(  個人       

井上 舞子 岩田 祥子
浅田 健太郎 佐藤 正博

栗原 美佐 河村 茉奈美
栗原 薫 河村 正和

栗原 光子 宮下 亜紀子
関谷 勝巳 谷合 築
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