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男子Bクラス

ラブオール ジオテックB いってつ 獣拳戦隊
染矢直樹 ラブオール 三好学 ジオテックＴＣ 楠田　高弘 HOT-BERRY 矢野 義一 スウィングＴＣ

田上政治 ラブオール 後藤卯一郎 ジオテックＴＣ 江藤　孝秀 HOT-BERRY 鳥原 孝介 スウィングＴＣ

内田博史 ラブオール 園田育功 ジオテックＴＣ 吉玉　あらし HOT-BERRY 池田 裕貴 スウィングＴＣ

村岡重昭 ラブオール 押川幹男 ジオテックＴＣ 甲斐　修一 リザーブ 平山　賢治 スウィングTC

冷牟田初人ラブオール 村岡拓郎 ジオテックＴＣ 的場　紘俊 リザーブ 日高 伸浩 スウィングＴＣ

ジオテックA 俺達４０’Ｓ 都城市役所 稲中卓球部
済陽文史郎ジオテックＴＣ 田古里　勤 HOT-BERRY 長丸　省治 都城市役所 松田　和敏 ジオテック
市坪政浩 ジオテックＴＣ 酒井　　宏 HOT-BERRY 赤池　和也 都城市役所 弓削　俊浩 ETC
冨永則充 ジオテックＴＣ 釈迦郡　芳和 HOT-BERRY 井料田　　作 都城市役所 湯地　健一 ETC
中崎　忍 ジオテックＴＣ 児玉　裕也 HOT-BERRY 徳留　伸一 都城市役所 井田　篤 ETC
デン　ガン ジオテックＴＣ 新城　河一郎 リザーブ 竹之内裕史　 都城市役所 白坂　太郎 ETC
亀山晃弘 ジオテックＴＣ 松本祐一 HOT-BERRY 河野　洋介 都城市役所 高橋　良誠 スウィングTC

CHイワキリ パワー　－６％ ファントム 熟年乃風
鎌田　正史 CHイワキリ 中武　盛義 九電クラブ 松田丈正 サンシャイン 林田　輝幸 ファイナル
八木　悠輔 CHイワキリ 出田　正人 九電クラブ 長友邦彦 サンシャイン 大南　一男 スウィングＴＣ

後迫　聖人 よだきんぼ 有村　 守 九電クラブ 佐々木達郎サンシャイン 太田　義信 スウィングＴＣ

上坂　聖美 CHイワキリ 山口　洋一 九電クラブ 海保寛 サンシャイン 柳原　章一 スウィングTC

横山　美樹 CHイワキリ 比江島　一馬 九電クラブ 海保幸平　 サンシャイン 谷津田　則夫 スウィングＴＣ

サンタハウスB ゆいまーるB 磯辺揚げ ｵｰﾙ殿下さま
田口哲朗 サンタハウス 輿水正三郎 ゆいまーる 小野 真一 磯 今村　豊 九電クラブ
河野明浩 サンタハウス 飯泉　研一 ゆいまーる 前田 啓一 磯 野邊　信勝 シーガイア
田口将伍 サンタハウス 黒岩　 聡 ゆいまーる 本 輝幸 磯 木村　英昭 九電クラブ
岩坂都義 新富Jr 河野　通裕 ゆいまーる 小西 孝次 磯 山路　泰徳 ファイナル
河野覚伸 シーガイアJr 玉井　 靖 ゆいまーる 湯地 克仁 磯 谷山　一郎 九電クラブ
佐藤浩太 サンタハウス 山下　 崇 ゆいまーる 佐竹 且弘 磯 鎌田　勝久 未登録

ファイナルB ゆいまーるCﾌﾟﾗｽ ダンデライオン バナナクラブ

野口芳秀 ファイナル 吉田　 孝 ゆいまーる 瀬尾　隆太 ダンデライオン 木島　伸夫 バナナクラブ

野村潤一郎ファイナル 岩竹　健太郎 ゆいまーる 長友　 悟 ダンデライオン 日高　良雄 バナナクラブ

森山千寿 ファイナル 川添　慶 ゆいまーる 花森　裕久 ダンデライオン 大浦　治 バナナクラブ

水尾訓和 ファイナル 倉岡　祐一 ゆいまーる 花立　喜照 ジオテック 城　　伸俊 バナナクラブ

岩本太郎 ファイナル 城戸　信介 ゆいまーる 岩永　貴宏 ダンデライオン 濱山　慎也 バナナクラブ

中林久直 ファイナル 橋本　幸男 ゆいまーる 石坂　敏昭 ダンデライオン 松田　一 シーガイア
藤原へい石 シーガイア 松元　孝昌 ゆいまーる 後藤　洋二郎 ダンデライオン 中島　辰男 西都ｳｲﾝｸﾞ

松岡　　均 バナナクラブ

三財中 ﾁｰﾑキヨタケ ＭＤクラブ
小松　勇気 三財中 中島　偉充 ルネサンス 根井　俊輔 ＭＤクラブ 五目炒飯
樫村　貴也 三財中 大藤　泰弘 ルネサンス 郡司　武俊 ＭＤクラブ 鹿嶋　恵一 山西水産
篠原盛太郎 三財中 大野　忠則 ルネサンス 土持　和彦 ＭＤクラブ 鹿嶋　英明 山西水産
成合　太彰 三財中 　元　　保郎 ルネサンス 金城　正典 ＭＤクラブ 広瀬　竜夫 飛江田ＧＴ
安藤　翔 三財中 手塚　隆二 ルネサンス 河野　保彦 ＭＤクラブ 串間　義孝 ザ・ファルコンズ

横山　彰也 三財中 有川　清次 ルネサンス 庄村　兼治 ＭＤクラブ 長濱　隆史 シーガイア
松原　俊亮 三財中 山内　健司 ルネサンス
緒方　研仁 三財中 河野　寿昭 ルネサンス

ウォーリアーズ
西村　直樹 シーガイア
細田　米一郎シーガイア
甲斐　秀雄 シーガイア
宇野　准二 シーガイア
デジ・トム シーガイア
佐藤　章宣 シーガイア
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ぼく達山口組 山三田庭球倶楽部 ファイナル ＣＣレモン
谷口　和隆 カリヨン 岩田　　誠 ｻﾝﾀﾊｳｽ 井上 一裕 ファイナル 西　陽平 CHイワキリ
西岡　誠治 カリヨン 山田　利光 沖電気 田中　秀樹 ファイナル 椎屋裕紀 チーム村雲
高橋　幸彦 カリヨン 菊池　　誠 ｻﾝﾀﾊｳｽ 高牟礼勝宏 ファイナル 竹山竜也 やまと
山上　　力 カリヨン 池澤　隆一 ｻﾝﾀﾊｳｽ 高田　信史 ファイナル 新地良仁 やまと
山口　浩司 リザーブ 石田　孝輔 ｻﾝﾀﾊｳｽ 神崎　秀樹 ファイナル 長尾健太 九電クラブ

都甲　浩之 ｻﾝﾀﾊｳｽ 野田　　忍 ファイナル
TAKE　OFF 松岡　宏典 HYUGA倶楽部

志賀眞 TAKE　OFF
曽根正幸 TAKE　OFF
永易修一 TAKE　OFF
鎌田紀美朗飛江田GT
山元　茂 TAKE　OFF

女子Aクラス
マンゴー娘ズ ルネ&ダンデ キャピキャッピー まっくろクィーン
安藤　由子 クラブキャンティ 竹原　美和子 ﾀﾞﾝﾃﾞﾗｲｵﾝ 鈴木美代子ファイナル 藤田悦子 ファイナル
杉田直子 クラブキャンティ 吉山　政子 ﾀﾞﾝﾃﾞﾗｲｵﾝ 三隅由美 ファイナル 渡辺美佐子ファイナル
河野礼子 クラブキャンティ 佐藤　雅子 ﾀﾞﾝﾃﾞﾗｲｵﾝ 田口美保 九電クラブ 野村道子ファファイナル
牛迫浩子 ザファルコンズ 山口　由子 ﾀﾞﾝﾃﾞﾗｲｵﾝ 鳥越智美 宮沖ＴＣ 矢野明子 ファイナル
染矢春江 延岡ロイヤル 内田　光映 ファルコンズ 村上千絵 CHイワキリ 吉岡千帆 リザーブ
山下真理子 Dias　Dia 小林　佳子 サザンﾌｨｰﾙﾄﾞ 下室幸子 ファイナル 松浦桂子 ファイナル
高八重明子 ザファルコンズ 本部　智保 ﾀﾞﾝﾃﾞﾗｲｵﾝ 渡辺亜里咲ファイナル 大山智子 ファイナル

ﾁｰﾑｸﾞﾚｰト 大人4枚子供１枚 盆地ガールズ
ベルチャー五月 ＣＨイワキリ 今村　千穂美CHイワキリ 平田恵子 よだきんぼ
那須　輝美 沖電気宮崎 黒坂　高子 CHイワキリ 木下栄子 よだきんぼ
郡　由美 沖電気宮崎 長友　真弓 CHイワキリ 村田好美 都城ローン
黒岩　千佳 日南TC 桑山　祐子 CHイワキリ 藤村幸子 都城ローン
青木　尚子 リザーブ 中原　恭子 CHイワキリ 山下真由 よだきんぼ
児玉留美子リザーブ

女子Bクラス
何でもﾘﾀｰﾝｽﾞ ｼﾞｬｯｸﾅｲﾌ ウォーリアーズ こんだけぇ～
杉田　信子 ルネサンス 江口　貴子 ルネサンス 宇野　康子 シーガイア 長田　涼子 シーガイア
河野しのぶ ルネサンス 片山　幸代 ルネサンス 和田　順子 シーガイア 服部　千草 シーガイア
前田真由美 シーガイア 桐村　明美 ルネサンス 黒木　恵美子 シーガイア 浜砂　伸衣 シーガイア
甲斐　朱観 ティップトップ 宮川　貴子 ルネサンス 佐藤　和恵 シーガイア 小寺　真紀 リザーブ
吉田　康子 HIRO.L 山之内陽子 ルネサンス 中井　さおりシーガイア 湯地　真理 ETC
平塚　修子 ダンデライオン 山元寿美子　 ルネサンス 南　由利子 シーガイア 後藤　友美 ETC
大井手美香 ダンデライオン 芳野　洋子 ルネサンス

ラブストーンララ ジオテック＋Ｗ

きらきら HOT－ねね組 谷口　信子 ルネサンス 比江島美由記 Wish.
谷口　志乃 ルネサンス 小倉　薫 HOT-BERRY 大久保みどり ファイナル 佐藤　優子 ｗｉｓｈ．
久保　澄子 ルネサンス 楠田　徳子 HOT-BERRY 堀口　美幸 リザーブ 谷口 真穂 ｗｉｓｈ．
竹之内雅子ルネサンス 釈迦郡ゆかり HOT-BERRY 森山　洋子 リザーブ 押川　佳織 ジオテックＴＣ

三谷　貴子 ルネサンス 高橋　さなえ HOT-BERRY 増田万津乃シーガイア 市坪 知子 ジオテックＴＣ

村山　郁子 ルネサンス 宮崎真由美 シーガイア 長峯　敦子 ザ・ファルコンズ 中村 厚子 ｗｉｓｈ．
女子Ｃクラス

新富TC ミスニアオ P☆かふぇ 三財中
神園　清子 新富TC 光来出朱美 HOT-BERRY 黒木　美穂 ベクトルM 吉野愛伊里 三財中
宮永　和子 新富TC 西山真奈美 HOT-BERRY 玉木　裕子 ベクトルM 宮原　彩 三財中
大塚　玲子 新富TC 杉尾　幸恵 HOT-BERRY 清水　彩子 ﾁｰﾑﾐﾘｵﾝ 日高瑠璃佳 三財中
中武　裕子 新富TC 明松　葉子 HOT-BERRY 椙原　栄美 ｆａｎ－ｆｕｎ 鎌田　京香 三財中
武田　千春 新富TC 大山　加津子 HOT-BERRY 谷口　奈穂 ゆいまーる 冨田　美咲 三財中

新垣恵里佳　 ベクトルM 井上　美里 三財中
セバスチャンママ ぽやっきー 三原　由紀 カリヨン 河野　由佳 三財中
内田　雅子 カリヨン 竹元　小春 ルネサンス 寺田　優香 三財中
井上　みゆき ルネサンス 井上伊久美 ルネサンス
西岡　三恵 カリヨン 長友　智美 ルネサンス
高橋　祐子 ルネサンス 福島 裕子 ルネサンス
谷口　ひとみ ルネサンス 児嶋　希央 ルネサンス
浅田　正子 ルネサンス 佐藤　真理 ルネサンス


