鴻ノ巣杯テニス大会歴代優勝者（１回から６回）

Ａクラス
０１回
1992(H04)

川津 輝雄（ウエスト）

複

？？
？？

参加者なし

参加者なし

参加者なし

参加者なし

参加者なし

参加者なし

松尾 裕幸（波佐見TC）
橋口 巻雄（波佐見TC）

参加者なし

参加者なし

参加者なし

中島 章一郎（長大クラブ）
森園 哲朗（レインボー）

参加者なし

参加者なし

参加者なし

宮原 利光（海自佐世保）
坂本 忍（海自佐世保）

広瀧 良英（テニスヒロ）
針生 富士雄（大村TC)

女子 荻原（ビッグスタッフ）

参加者なし

参加者なし

男子 古賀 正敏（波佐見TC）

白川 幹夫（トレディア）

河谷 久人（鹿島ローンTC）

松尾 公郎（鹿島ローンTC）

女子 大島 圭子（ルネサンス佐世保）

鷲海 智恵美（スイング）

蔵本 浩美（JOY・TS)

参加者なし

女子 角田 よう子（あすなろ会）

浜田
吉原
井上
小柳

石谷 秀彰（県庁クラブ）
柿本（県庁クラブ）
柿本 美貴子（県庁クラブ）
松田（百々園）

金原
本多
川添
山口

男子 大屋 武広（かわたなTC）

西村 敏明（諫早スマッシュ）

鈴木 邦彦（佐賀グリーンTC）

島田 英彦（PEACH-BOYS）

女子 参加者なし

北島 美由紀（ルネサンス佐世保）

都知木 裕子（M・JOY・TS)

伊藤 章子（ルネサンス佐世保）

川中（E・JOY）

男子 永松 邦彦（佐世保クラブ）
金本 陽子（E・JOY）

女子 富崎（E・JOY）

山高 秀人（海自佐世保）

０３回
1994(H06)

複

男子 神山 英雄（海自佐世保）
川原田 良江（ウエスト）

女子 角田 よう子（あすなろ会）
山高 秀人（海自佐世保）

０４回
1995(H07)

複

男子 神山 英雄（海自佐世保）
行平 美希（トレディア）

女子 増田（長大クラブ）

辻松 寛樹（ルネサンス佐世保）

複
０５回
1996(H08)

Ｄクラス

？？
？？

浜田 実加（佐世保クラブ）

複

Ｃクラス

山高 秀人（海自佐世保）
神山 英雄（海自佐世保）
古賀（E・JOY）
宮崎（E・JOY）
北川（鹿島ローンTC）
川原 善久（鹿島ローンTC）
村田（波佐見TC）
大下 美代子（波佐見TC）
今村（鹿島ローンTC）
河谷 久人（鹿島ローンTC）
松尾（鹿島ローンTC）
河谷（鹿島ローンTC）
浜田 実加（佐世保重工）
永松 邦彦（SNTC）
加茂 佳穂子（長崎ダイヤモンド
TC）
白川 幹夫（トレディア）
有馬 哲也（島原ドリーム）
平山 浩美（オレンジTC）
吉岡 真紀（オレンジTC）

男子 成林 真次（ウエスト）
女子 金本 陽子（E・JOY）

０２回
1993(H05)

Ｂクラス

男子 徳吉 剛（ルネサンス佐世保）
高田 法子（島原ドリーム）

単
辻松 寛樹（ルネサンス佐世保）

複
０６回
1997(H09)

男子 徳吉 剛（ルネサンス佐世保）
大島 圭子（あすなろ会）

実加（佐世保重工）
弘文（海自佐世保）
（諫早スマッシュ）
勝代（諫早スマッシュ）

秀光（諫早スマッシュ）
緑（諫早スマッシュ）
シヅヨ（かわたなTC）
由美子（かわたなTC）

単

鴻ノ巣杯テニス大会歴代優勝者（７回から１１回）

Ａクラス
山高 秀人（海自佐世保）

複
０７回
1998(H10)

Ｂクラス

女子 岩岡 ゆり（ルネサンス佐世保）
男子 池村 誠吾（E・JOY）

辻 錦悟（E・JOY）

大平 亮（オレンジTC）

日高 和之（鹿島ローンTC）

女子 田添 靖子（鹿町TC）

吉岡 真紀（オレンジTC）

大久保 瑞代（諫早サンデーTC）

岩野 和代（かわたなTC）

女子 行平 美希（ビッグスタッフ）

本田
森田
田中
近藤

日高
北村
浜田
中田

畑中
梶山
久家
吉田

男子 大屋 武広（かわたなTC）

下條 重光（田平TC）

神尾 武雄（総合病院TC）

山口 剛（M・JOY・TS)

女子 参加者なし

道下 薫（海自佐世保）

田中 恭子（波佐見TC）

池嶋 美代子（波佐見TC）

女子 平山 浩美（オレンジTC）

大河内 俊英（こんなTC）
川辺 将也（ゆいまーる）
浜田 美由紀（0-0クラブ）
中田 浩美（0-0クラブ）

永松
吉原
樋口
下川

森 達郎（フォレストTC）
岡 誠（フォレストTC）
黒氏 理恵子（サルバトーレ）
海部 美由喜（サルバトーレ）

男子 大屋 武広（かわたなTC）

南須原 浩志（海自佐世保）

門脇 貞雄（シーフレンズ）

吉田 義人（海自佐世保）

女子 牟藤 市子（プリンスTC）

高原
佐藤
原田
山崎
石田

正木 淳子（トレディア）
吉岡 安生（あすなろ会）
古川（あすなろ会）
大城（諫早スマッシュ）
室田（諫早スマッシュ）

樋口 真須子（大村早朝TC）
池嶋 勇太（創成舘高）
中嶋（創成舘高）

吉原 千恵子（ルネサンス佐世保）

西村
北村
山口
山脇

雄一郎（あすなろ会）
治生（あすなろ会）
あきの（波佐見TC）
千恵子（波佐見TC）

Ｄクラス

健木
濱野
横山
村上

男子 神山 英雄（海自佐世保）

直（海自佐世保）
幸生（鹿町TC）
恭子（トレディア）
和美（トレディア）

Ｃクラス
米満
中村
樋口
下川

雅浩（サルバトーレ）
修二（サルバトーレ）
真須子（大村早朝TC）
正子（大村早朝TC）

単
白川 幹夫（ルージュ）

複
０８回
1999(H11)

男子 海見 寿和（プリンスTC）
高田 法子（島原ドリーム）

賀久（佐世保クラブ）
康夫（佐世保クラブ）
綾（こんなTC）
美紀（こんなTC）

和之（鹿島ローンTC）
治生（鹿島ローンTC）
美由紀（0-0クラブ）
浩美（0-0クラブ）

悟（海自佐世保）
和人（海自佐世保）
恵子（M・JOY)
あき子（M・JOY)

単
海見 寿和（プリンスTC）

複
０９回
2000(H12)

男子 中野（プリンスTC）

行平 美希（ビッグスタッフ）

邦彦（佐世保クラブ）
弘文（佐世保クラブ）
真須子（大村早朝TC）
正子（大村早朝TC）

単

複
１０回
2001(H13)

下條
男子 今村
北島
女子 平石

重光（田平TC）
昭博（田平TC）
美由紀（ルネサンス佐世保）
舞（佐世保LTC）

真知子（波佐見TC）
紳慈（フォレストTC）
賢（フォレストTC）
遥子（波佐見TC）
省子（波佐見TC）

参加者なし

男子 大屋 武広（かわたなTC）

平石 舞（佐世保北高）

畑瀬 和也（インフィニティ）

辻本 正次（フォレストTC）

女子 川口 美保（海自佐世保）

田中 恭子（波佐見TC）

久家 恵子（サンピアTC）

志賀 郁子（西海TC）

女子 渡邊 彩香（佐世保北高）

佐藤 紳慈（フォレストTC）
原田 賢（フォレストTC）
山本（M・JOY）
上田（M・JOY）

廣瀬
辻本
吉津
水谷

石橋 源司郎（鹿島ローンTC）
松尾 公郎（鹿島ローンTC）
藤 みちよ（波佐見TC）
山口 みつこ（波佐見TC）

男子 中島 友輝（インフィニティー）

大平 亮（Ａｍｉｔｙ）

真崎 義和（佐世保重工）

林 翔太（SNTC）

女子 倉知 華織（NAMURA）

池嶋 美代子（波佐見TC）

森 百恵（海自佐世保）

坂本 美穂（田平TC）

単
川口 健一 （海自佐世保）

複
１１回
2002(H14)

男子 吉田 茂人（海自佐世保）
平石 舞（佐世保北高）

泰夫（かわたなTC）
正次（かわたなTC）
節子（プリンスTC）
洋子（プリンスTC）

単

鴻ノ巣杯テニス大会歴代優勝者（１２回から１６回）

Ａクラス
池村 誠吾（E・JOY）

複
１２回
2003(H15)

Ｂクラス

Ｃクラス

女子 高村 直子（PPTC）

佐藤 紳慈（フォレストTC）
原田 賢（フォレストTC）
藤井（岡町クラブ）
平野（岡町クラブ）

廣瀬
吉原
久田
吉永

男子 中島 友輝（E・JOY）

塚本 義弘（Ａｍｉｔｙ）

山口 健太郎（プリンスTC）

廣瀬 智大（E・JOY）

女子 大串 秋穂（SNTC）

大串 優紀（SNTC）

松永 和美（大村レディース）

浜野 葉子（MPTC）

女子 内山田 祐子（鹿町ＴＣ）

宮原
原田
高原
山崎

日高
岩永
志賀
杉田

岡 誠（親和クラブ）
湯浅 尚敏（あすなろ会）
宮田（佐世保南高）
口石（佐世保南高）

男子 池村 誠吾（E・JOY）

池嶋 甚三（波佐見TC）

橋口 真人（波佐見TC）

古川 隆浩（NAMURA）

女子 平石 舞（佐世保LTC）

田嶋 いづみ（波佐見TC）

山口 ひとみ（大村高）

吉田 望（NAMURA）

女子 川口 美保（海自佐世保）

松尾 公郎（鹿島ローンTC）
笠原（鹿島ローンTC）
高原 真知子（波佐見TC）
山崎 遥子（波佐見TC）

馬渡（鹿島ローンTC）
新貝（鹿島ローンTC）
本多 光江（フリー）
本多 佳菜子（フリー）

門脇 貞雄（フォレストTC）
原田 賢（フォレストTC）
平川 桂子（MPTC）
田中（MPTC）

男子 大屋 武広（かわたなTC）

中塚 弘幸（海自大村）

今富 純（E・JOY）

増本 竜士（かわたなTC）

松永 和美（シーサイド）
中村 峰夫（鹿町ＴＣ）
三好 泰彦（田平TC）
森 佐都美（Ａｍｉｔｙ）
川口（Ａｍｉｔｙ）

池嶋
佐藤
宮原
吉田
池田

江代
橋口
村川
前川
相原

男子 河原 昭宏（海自佐世保）

山高 良久（ＹＥＴＣ）

江中

孝（NAMURA）

江代 純菜（佐世保LTC）

女子 江代 純菜（佐世保LTC）

永田 真寿美（Ａｍｉｔｙ）

杉本

絵美（鹿町ＴＣ）

川久保

女子 道下 薫（海自佐世保）

新田
山根
山崎
高原

木下 善博(NAMURA)
原田 賢（フォレストTC）
丸山（SNTC）
カーニー・ワイズ（SNTC）

山縣（海自佐世保）
牧嶋 浩樹（海自佐世保）
村田 五輪子（Ａｍｉｔｙ）
西 由美子（Ａｍｉｔｙ）

男子 渡辺 智紀（E．JOY)

山根 広司（西海TC）

橋本 恭輔（サンピアＴＣ）

鳥羽

圭一（海自佐世保）

女子 江代 純菜（佐世保LTC）

川口 桃花（佐世保LTC）

鄭 善姫（トレディアＴＣ）

原口

美紀（プリンスＴＣ）

男子 川上 秀人（E・JOY）
金本 陽子（E・JOY）

泰夫（かわたなTC）
弘文（かわたなTC）
洋子（波佐見TC）
あきの（波佐見TC）

Ｄクラス
石橋 源司郎（鹿島ローンTC）
松尾 公郎（鹿島ローンTC）
川島 美千代（Ａｍｉｔｙ）
濵岡 直美（Ａｍｉｔｙ）

単
池村 誠吾（E・JOY）

複
１３回
2004(H16)

男子 川上 秀人（E・JOY）
平石 舞（東七）

利光（フォレストTC）
賢（フォレストTC）
真知子（波佐見TC）
遥子（波佐見TC）

和之（鹿島ローンTC）
一（鹿島ローンTC）
郁子（西海TC）
美智子（西海TC）

単
池村 誠吾（E・JOY）

複
１４回
2005(H17)

男子 川上 秀人（E・JOY）
道下 薫（海自佐世保）

単
女子
複
１５回
2006(H18)

道下
河原
男子 川口
平石
女子 道下

薫（海自佐世保）
昭宏（海自佐世保）
健一 （海自佐世保）
舞（佐世保LTC）
薫（海自佐世保）

愛里（波佐見TC）
紳慈（フォレストTC）
利光（フォレストTC）
望（NAMURA）
美穂（NAMURA）

純菜（佐世保LTC）
巻雄（波佐見TC）
浩記（波佐見TC）
優子（ＢｕｎＢｕｎ）
直美（ＢｕｎＢｕｎ）

単
振角 俊一（県庁TC）

複
１６回
2007(H19)

男子 田口 琢也（県庁TC）
山元 美由紀（海自佐世保）

一郎（西海TC）
広司（西海TC）
遥子（波佐見TC）
真知子（波佐見TC）

恵理（鹿町ＴＣ）

単

鴻ノ巣杯テニス大会歴代優勝者（１７回から２０回）

Ａクラス
大平 亮（Ａｍｉｔｙ）

複
１７回
2008(H20)

Ｂクラス

Ｃクラス

渡辺 裕仁（E・JOY）
金崎（E・JOY）
吉田 洋子(NAMURA)
吉田 真稜(NAMURA)

村川
春口
大川
浅田

男子 森 雄紀（武雄TC）

江代 純菜（佐世保LTC）

道下 香純（佐世保LTC）

福田 元気（波佐見TC）

女子 山元 美由紀（海自佐世保）

参加者なし

久田 洋子（波佐見TC）

参加者なし

女子 高村 直子(PPTC)

川原（田平TC）
大石 貴夫（田平TC）
松尾 都多子（アリスト）
佐々木 喜美（アリスト）

田中
小渕
田中
原口

廣瀬
原田
中村
毛利

男子 川上 秀人(E・JOY)

新村 将悟（西海TC）

瀬戸 健（田平TC）

福田 彩香（佐世保LTC）

女子 江代 純菜（佐世保LTC）

福田 彩香（佐世保LTC）

参加者なし

舛田 桃子（佐世保LTC）

金子
倉富
中山
岩橋

田中 宏（波佐見TC）
谷村 陽輔（波佐見TC）
澤田 富子（フレームショット）
山口 美奈子（フレームショット）

廣瀬
脇谷
松田
油屋

参加者なし

参加者なし

参加者なし

男子 今里 真人（波佐見ＴＣ）

道下 薫（海自佐世保）

山陸

芳彦（大村早朝ＴＣ）

古閑 宏行（佐世保重工業）

女子 参加者なし

福田 彩香（佐世保LTC）

吉村

果歩（佐世保LTC）

参加者なし

男子 金子 優（海自佐世保）
女子 道下 薫（海自佐世保）

参加者なし

男子 佐保 敦志（Ａｍｉｔｙ）
女子

金本 陽子(E・JOY)
高村 直子(PPTC)

浩記（波佐見TC）
竜哉（波佐見TC）
志津(PPTC)
真理（海自佐世保）

Ｄクラス
田中
荒木
椎葉
中島

宏（波佐見TC）
明博（波佐見TC）
真衣（波佐見TC）
ありす（波佐見TC）

単
男子 参加者なし
複
１８回
2009(H21)

金本 陽子(E・JOY)

和也（ルネサンス佐世保）
義輝（ルネサンス佐世保）
祐美（田平TC）
美紀（プリンス）

泰夫（かわたなTC）
尚（フェニックス）
泰子（クィーンズ）
優子（波佐見TC）

単
江代 純菜（佐世保LTC）

男子 川口 桃花（佐世保LTC）
複

吉田 洋子(NAMURA)

女子 吉田 真稜(NAMURA)
ジュニア

１９回
2010(H22)

高村 茉鈴(E・JOY)
梅野 未来（波佐見TC）

優（海自佐世保）
寛（海自佐世保）
怜子（Ａｍｉｔｙ）
幸子（市民クラブ）

泰夫（かわたなTC）
秀勝（大村早朝TC）
トミ子（田平TC）
博子（田平TC）

単
混

笠原（鹿島ＴＣ）

複
２０回
2011(H23)

男子 松尾（鹿島ＴＣ）
道下 薫（海自佐世保）

武雄（西海ＴＣ）
和子（西海ＴＣ）
宏行（佐世保重工業）
義和（佐世保重工業）
りつ子（トップスピン）
三保（トップスピン）

参加者なし
野田（鹿島ローンTC）
宮崎（鹿島ローンTC）

女子 松尾 佳奈（海自佐世保）

参加者なし

男子

福海 直人（鮫ＴＣ）

吉田 周平（波佐見ＴＣ）

早川 泰彦（シーサイドTC）

女子

吉村 果歩（佐世保LTC）

参加者なし

参加者なし

男子 参加者なし
女子

清家 豊（波佐見ＴＣ）
吉村 果歩（佐世保LTC）

栗原 洋介（フレームショット）
川上 美砂（フレームショット）

島田 和則（三菱重工ＯＢ）
藤崎 喜久子（WINS）

単
混

新貝（鹿島高校ＯＢ）
新貝（武雄高校）

神尾
太田
古閑
真崎
末岡
永江

参加者なし

参加者なし

鴻ノ巣杯テニス大会歴代優勝者（２１回から２５回）

Ａクラス

２１回

２２回
2013(Ｈ25)

2014(Ｈ26)

2015(H27)

福原史也（ＳＵＭＣＯ）

岡正弘（OCHOCO倶楽部）

田中翔(M･JOY)

参加者なし

川口夏美（佐世保ローンＴＣ）

本田恵流（佐世保ローンＴＣ）

参加者なし

男子 参加者なし
女子

池嶋甚三（波佐見ＴＣ）
川口夏美（佐世保ローンＴＣ）
高尾和久（鹿島LTC）
笠原幸輔（鹿島LTC）

衛藤靖（OCHOCO倶楽部）
前田穂美子（OCHOCO倶楽部）
須田義昭（広田FTC）
古川精喜（広田FTC）

島田和則(三菱重工ＯＢ)
島田幸子(ｳｨﾝﾃﾞｨｰｽ゛)
長嶺康(波佐見TC)
内田秦二(波佐見TC)

男子
単

女子

混

単

複

単
混

２４回

参加者なし

参加者なし

混

２３回

藤崎喜久子（ＷＩＮＳ）
藤崎千尋（ＷＩＮＳ）

女子

複

複
混

2016(H28)

混

宮原利光（シーフレンズ）
原田賢（フオレストＴＣ）

男子

参加者なし

女子

参加者なし

重岡かおる（M－ブレンド）
吉田望（NAMURA）

本多光江（クィーンズ）
木佐貫尚代（クィーンズ）

参加者なし

男子

参加者なし

北嘉成（武雄クラブ）

田中翔(M･JOY)

荻原克尚（ロイヤルＴＣ）

女子

参加者なし

榎田則子（大村早朝）

参加者なし

原かな子（Ｍブレンド）

北嘉成（武雄クラブ）
砥山仁美（佐世保ＬＴＣ）
岡正弘(OCHOCO倶楽部）
松本繁（OCHOCO倶楽部）
田中真理子(親和銀行ＴＣ)
田嶋いづみ（波佐見ＴＣ）

古賀久貴（みんテニ）
森彩花（みんテニ）
山陸芳彦（大村早朝）
中塚弘幸（ＯＴＣ）
田中喜代美（広田ＦＴＣ）
三輪由美子（クィーンズ）

石丸純寛（チームクレパス）
田中みどり（チームクレパス）
古閑宏行(佐世保重工業)
真崎義和（佐世保重工業）
山崎遥子（波佐見ＴＣ）
藤川美和（波佐見ＴＣ）

男子 参加者なし
女子

男子

参加者なし

女子

参加者なし

男子

参加者なし

川口夏美（佐世保LＴＣ）

砥山仁美（佐世保ＬＴＣ）

川口敦史（佐世保ＬＴＣ）

女子
男子

参加者なし

参加者なし

山本亜季（フレームショット）

参加者なし

男子

参加者なし

女子

参加者なし

松本繁（OCHOCO倶楽部）
小島晶子（OCHOCO倶楽部）
小島和文（OCHOCO倶楽部）
岡正弘(OCHOCO倶楽部）
岩田紀恵美（クィーンズ）
小松郁子（クィーンズ）
小島和文（OCHOCO倶楽部）
小島晶子(OCHOCO倶楽部）
田中宏（波佐見ＴＣ）
今里真人（波佐見ＴＣ）
田中真理子（チームクレパス）
砂川豊子（チームクレパス）
松下晋也（チームクレパス）
田尻晴美（チームクレパス）

小松直斗（ＨＥＤＧ）
陣内美由紀（ｈｅａｒｔ's）
小野塚優太（HEDG)
小松直斗（ＨＥＤＧ）
土橋彩乃（ハーツテニスクラブ）
陣内美由紀（ハーツテニスクラブ）
原田賢（カリスマ）
村田恵美（カリスマ）
笠原幸輔（鹿島Ｊｒテニスクラブ）
笠原悠希（鹿島Ｊｒテニスクラブ）
寺松祐美子（クィーンズ）
浦河みゆき（波佐見ＴＣ）
松本繁（OCHOCO倶楽部）
秋月雪子（OCHOCO倶楽部）

楠本修吾（かわたなＴＣ）
寺松裕美子（フリー）
石丸純寛（チームクレパス）
城島一昭（チームクレパス）
安藤早苗（チームクレパス）
久米奈々美（チームクレパス）
吉田親義（大村早朝）
杉本初子（大村早朝）
鐘ヶ江武春（鹿島ローンＴＣ）
宮﨑実香（鹿島ローンＴＣ）

女子

参加者なし

男子 参加者なし
女子

男子

参加者なし

女子

参加者なし

複
２５回

Ｄクラス
古閑宏行(佐世保重工業)
真崎義和(佐世保重工業)
森由利子(ルネサンス)
森彩花(ルネサンス)

参加者なし

2012(H24)

Ｃクラス

何青（佐世保クラブ）
井上康一郎（西海ＴＣ）
田中真理子(親和銀行ＴＣ)
水谷洋子(親和銀行ＴＣ)

男子
複

Ｂクラス

男子 参加者なし
女子

参加者なし
堀正教（トップスピン）
藤崎喜久子（大村早朝）

鴻ノ巣杯テニス大会歴代優勝者（２６回から３１回）

Ａクラス

２６回
2017(H29)

複
混

男子

参加者なし

女子

参加者なし

男子 参加者なし
女子

男子

参加者なし

女子

参加者なし

複
２７回
2018(H30)

混

男子 参加者なし
女子

男子

参加者なし

女子

参加者なし

複
２８回
2019(R1)

混

男子
女子

男子
複
女子

２９回
2020(R2)

混

男子
女子

男子
複
女子

３０回
2021(R3)

混

男子
女子

男子
複
女子

３１回
2022(R4)

混

男子
女子

Ｂクラス
岡正弘（ＯＣＨＯＣＯ倶楽部）
新貝芳典（ＯＣＨＯＣＯ倶楽部）
岩田紀恵美（クイーンズ）
小松郁子（クイーンズ）
笠原悠希（木下庭球塾）
松永奈穂（木下庭球塾）
加藤友広（チームクレパス）
松下晋也（チームクレパス）
重岡かおる（Ｍ-ブレンド）
志賀郁子（西海ＴＣ）
加藤友広（チームクレパス）
松永梓（チームクレパス）
奥野千尋（プリンスＴＣ）
田中達士（プリンスＴＣ）
須藤れいこ（三菱重工）
陣内美由紀（ハーツテニス）

Ｃクラス
大塚仁（クイーンズ）
栗田史博（クイーンズ）
秋月雪子（ＯＣＨＯＣＯ倶楽部）
栗田沙紀（ＯＣＨＯＣＯ倶楽部）
山崎辰美（諫早市民テニスクラブ）
白武初穂（諫早市民テニスクラブ）
原田賢（川棚ＴＣ）
北村謙一（波佐見ＴＣ）
田嶋いづみ（波佐見ＴＣ）
田口幸子（波佐見ＴＣ）
佐藤賢持（波佐見ＴＣ）
長尾徳子（波佐見ＴＣ）
石松史明（武雄ＴＣ）
社頭尚輝（フリー）
大川志津（JOY NEXT)
高村直子（JOY NEXT)

Ｄクラス
堀正教（トップスピン）
原口善治（トップスピン）
川上くるみ（Ｍ・Ｊｏｙ）
松村梨桜（Ｍ・Ｊｏｙ）
西田勇真（ワイテック）
野口こずえ（ワイテック）
加藤友美（チームクレパス）
牧原透（チームクレパス）
田中弥生（トップスピン）
藤崎喜久子（大村早朝）
山田勝巳（チームクレパス）
山田夏子（チームクレパス）
南勲（トップスピン）
堀正教（トップスピン）
徳田容子（チームクレパス）
徳田有美（チームクレパス）

