
NO. 団　体　名 種別 氏名 NO. 団　体　名 種別 氏名 NO. 団　体　名 種別 氏名
田中　菜美子 宮原　佳珠子 中島　香代子

女　子 近藤　弘美 女　子 西　あおい 女　子 島田　恵美子
吉村　美央 森　仁美 谷　洋子
上床　昌幸 西　祐司 竹下　浩二

男　子 柳　司郎 男　子 楠　和親 男　子 寺山　重孝
関　武洋 川口　太紀雄 浦上　昭
道庭　一花 中村　明美 相島　祐子

女　子 堀　尚子 女　子 井上　直美 女　子 相島　あい
瓜生　充恵 櫻井　智恵 堀谷　泉
道庭　恒之 中村　浩二 苅野　毅

男　子 佐々木　匡 男　子 江口　裕 男　子 坂本　泰則
梅木　正俊 櫻井　敬二 相島　武弘
田島　由里 松村　明美 吉永　仁美

女　子 緒方　亜希子 女　子 横山　夏子 女　子 北野　綾子
樋渡　千佳 宮石　恵子 木津　陽子
佐田　勉 池辺　晋 赤井　正和

男　子 林　真二 男　子 松村　富重 男　子 大町　尚輝
水口　剛 横山　林 平川　雅智
藤岡　康子 後藤　杏里 松永　美佐子

女　子 中川　輝子 女　子 後藤　仁美 女　子 中村　多美枝
川平　恵 村上　智恵子 吉田　尚子
田代　弘一 村上　剛 正木　利政

男　子 近藤　英昭 男　子 梯　隼人 男　子 渡邉　浩徳
池田　象二 橋本　寛 藤田　知己
三好　凡子 船越　さやか 小山田　結子

女　子 吉田　和美 女　子 里崎　麻美 女　子 北島　智子
篠原　恭子 田中　芳美 山岡　彩
恒吉　正澄 浅上　優 立花　誠

男　子 副島　修 男　子 平木　克治 男　子 北島　秋光
兼平　伸二 田中　彰人 伊垣　邦彦
篠原　恵子 池田　純子 井上　常子

女　子 柿原　結衣子 女　子 安藤　友香 女　子 青山　アサ子
石松　弘美 新原　彩 中島　美紀
重松　明博 岡村　憲二 吉本　光一

男　子 湧川　朝宏 男　子 松岡　二史 男　子 貞島　敏史
石松　國彦 新原　英樹 福良　剛志
原田　久美子 吉原　羊子 菰田　久美

女　子 野口　貴美子 女　子 田代　直美 女　子 重松　友香
野田　恭子 中村　幸子 原　佐智子
野村　佳正 入木田　忍 森本　圭

男　子 藤井　英利 男　子 末松　伸一 男　子 松尾　俊一
川上　晃弘 中村　幸二 江田　大輔
赤星　春美 田中　智子 高山　舞子

女　子 土井良　扶美子 女　子 上田　礼子 女　子 竹ﾉ脇　直美
執行　寿子 永吉　美奈子 中西　里子
米森　太郎 中嶋　和雄 中西　秀行

男　子 吉岡　隆司 男　子 阿部　友明 男　子 覚本　祐介
城島　勇 鹿毛　信利 宇平　圭吾
今堀　早苗 武藤　裕美 山本　絹子

女　子 古田　加代 女　子 千倉　郁 女　子 野口　紗恵
小野原　薫 岡　愛 山本　綾乃
藤　龍巳 池田　啓二 山本　健介

男　子 片山　裕介 男　子 岸原　孝輔 男　子 野口　光太郎
藤　公博 上田　淳 齋藤　瑛宏
岡　夏江 泥谷　みさを 山下　町子

女　子 村岡　登紀子 女　子 下畑　愛子 女　子 神保　幸子
楢崎　真由美 金井　恵子 加倉　百合子
稲桝　宮芳 吉富　数男 坂口　吉彦

男　子 村岡　拓也 男　子 岡嶋　政昭 男　子 廣田　敏郎
楢崎　一裕 川浪　博之 田中　義秋
厚石　光美 吉田　小百合

女　子 東　清美 女　子 山本　明子
前原　春美 小川　由美
岡本　卓也 網中　敏泰

男　子 坂口　令 男　子 木津　信一
前原　伸一郎 湯浅　宏延
髙田　留美子 村山　悟子

女　子 松永　夏紀 女　子 吉村　郁子
松尾　ﾄﾆ子 磯田　貴子
髙田　憲一 渡辺　憲夫

男　子 堤　直也 男　子 佐藤　義輝
松尾　正俊 片岡　良二

23 ＴＥＡＭ-Ｉ

24 飯塚ＳＴＣ（Ｂ）

福岡広域連合会

33 福岡鳥飼病院

34 チーム坂ちゃん

太宰府よかくらぶ

30 ひだまり～ず

17 ディノテニスクラブ

18 てげてげ

14 サステゴクラブ

15

12 ＬＯＯＫ

29 麒麟児

19 チームGENA

20
田主丸ＬＴＣ+ｾｸ
ｼｰ嬢と執事

6 サステゴクラブＢ

11 ラケットクラブ

28 ウィージルズ

21
ＴＥＡＭ　ＳＡＮＮ
Ｏ　Ⓑ

22 ベストスマイル

5
ＴＥＡＭ　ＳＡＮＮ
Ｏ　Ⓐ

10
福よ来い！福岡
テニスクラブ

27
かもめ第三小学
校

4
そのまんま・てに
す

7 あまぎらがー 31 夢がモリモリ

9 おじゃましま～す

26
くりえいとテニスク
ラブ

3 チーム・マエダ
アイ・ガット・テニ
ス

16 チーム☆ＧＯＴＯＨ

32

　第　22　回　健　康　増　進　テ　ニ　ス　大　会　エ　ン　ト　リ　－　一覧　

1 油山レイジ

8 チームもりもり

25 POWER　SHOT

2 飯塚ＳＴＣ（Ａ）

13


