
男子

１部

チームＮＯ チーム名

中川　敏之 西野　正幸 深見　眞人 松田　典明 松田　龍樹 右近　貴志 梶原　健斗 村上　巧 二塚　裕介 佐藤　悠貴

河村　充 諌山　航平 高木　慶文 山下　皓生 今河　亮 山本　浩一 乾野　修平 前澤　成亨 福永　大洋

小出　周平 瀬古　悠貴 武藤　幸宏 菊地　健太郎 濱田　彬弘 沖　　健太 田代　晃 中江　彬文 中根　啓伍 木村　真輝

河内　勇輝 北　悠希 堤　章太郎 飯島　啓斗 富田　知宏 弥田　橸享

西村　昌晃 西村　翼 髙橋　雅夫 宮西　克行 竹田　新吾 海本　晃宏 篠原　良幸 呉　世隆 姜　雅宏 木下　卓海

矢嶋　左京 稲荷　興心 川崎　涼介 川崎　悠生 西田　晴伍 古島　秀悟 奥村　亘 西田　理人 岩本　泰地 奥村　柊吾

藤原　順二 白石　光祐 江馬　啓悟 佐野　大輔 岸田　恭幸 川北　修 古谷　知規 栗田　広樹 柴田　信之 門園　達郎

伊佐　真介 安田　敏隆 東野　恵太 磯川　卓史 板倉　佑磨 名倉　健 国府　大佑 三代　康成 大滝　直義 林　準平

梅本　宗孝 中西　伸介 中西　宏介 池垣　直哉 玉井　善明 岡橋　佳輝 村口　順一 西廼　篤司 堀田　直史 秋山　裕亮

中尾　亮太 井口　航輝 細川　翔平 中留　諒太 中園　康平 坂井　泰生 東川　将大 宮脇　貴士 胡　威 岡橋　優希

有薗　重徳 平松　賢太 今宮　隆 本多　勇輝 粉川　豊 山本　隆史 右本　春生 村井　正爾

綿谷　義樹 野中　貴弘 濱本　賢太郎 広瀬　公彦 大嶋　慧 中野　仁資 宮田　匡人 中西　智輝 島井　康平 横井　壮太郎

山内　健寛 吉尾　太一 古川　憂太朗 斎藤　敦熙 石橋　拓巳 笹島　航太

２部

チームＮＯ チーム名

川井　祐人 高畑　将太朗 柳澤　信之 瀧本　弘樹 吾郷　雅史 山本　貢史 大久保　源志郎 高橋　基延 森田　秀幸 中川　雄介

山越　陽夫 吉田　敬一郎 中村　友亮 筧　拓郎

狩野　好彰 西村　公朗 生嶋　孝之 藤田　英尚 北尾　直道 上村　学 河内　崇 畑佐　嘉伸 小原　宏勝 岡本　文太

森川　宗貴 長谷川　祐也 戸田　慎哉 堀田　健 村岡　勝幸 児玉　哲郎 加藤　亮祐 渡邊　匡史 岡部　淳郎 差生　和哉

末竹　哲也 三浦　宏之 西田康一郎 島崎　幹朗 川口　惇史 大越　暁 横矢　貴秀 安田　大介 黒崎　滋 堀内　崇

菊水　健人 山本　健太郎

水本　勝文 小倉　篤 重松　智史 中谷　豪男 西川　浩雅 木村　竜也 角田　健一 田中　潤 早川　展史 鎌田　学

大家　慧士郎 濱田　康裕 中村　一輝

中山　泰孝 坪井　斗志樹 吉岡　準 志垣　考太 丸石　達也 増子　和也 岡田　昴士 渡邉　雅之 長尾　俊也 稲葉　智己

米田　克己 山田　晨太郎 門野　純之介 数藤　慎也 大倉　朋己 秋葉　洸亘 吉備　雄也 浅野　翔織

堀田　英嗣 神田　寛之 岩佐　武則 黒田　岳志 中野　孝亮 眞城　悠希 西垣　毅優 高村　烈司 沖本　東樹 中村　洸太

窪之内　悠志 守山　善郎 下引地　大和 飯島　啓斗 武智　邦彦 大西　敢 成瀬　賢一

勝川　和馬 真下　友也 深田　健太郎 井上　洋 山崎　貴裕 吉野　淳也 朝比奈　隼 長尾　貴之　 真嶋　教史 有田　孝雄

山本　悠樹 尾上　和暉 本間　政博 中野　晴洋 石堂　勇真 松岡　準 小夏　裕顕 水口　智広 野村　岳 植田　凌矢
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奥本　剛朗 三宅　俊幹 山戸　大輔 諸岡　威 玉田　修 藤原　秀樹 永田　淳 角野　誉士 david cyranoski 池田　良

高桑　徹也 長野　和仁 速水　哲雄 早川　幸人 岡　昌樹 生田　拓楽 三吉　祐輝 尾北　賢治 光保　尚則 諸岡　修志

桃井　正博 河内　崇 君島　崇 鎌田　雅元 泉　真一 沢松　登 平石　宏行 川畑　政信 中島　研 青木　謙太郎

望岡　知世 津崎　元博 脇坂　尚也 増田　雄一 岡村　佳之 山地　和裕

川勝　洸太朗 山口　哲 山田　隆 林　亮太郎 田邊　孝彦 市川　達也 岩城　久哉 鷲見　勇人 今田　和也 市川　顕寿

久森　智之 村田　和夫 竹中　龍悟 岡山　拓路 北川　恵三 高嶋　英樹 湯本　茂和 伊藤　敦司 森田　浩樹 船越　進吾

今出　広一 山本　雅治 西坂　正雄 千葉　陽治 山本　春彦 久ノ坪嘉智 河野　司 寺田　茂生 吉川　忠 藤井　正和

額田　亮 井上　圭司 洲崎　誠司 竹内　隆雄

三上　剛司 磯崎　太一 土手内　友昭 山羽　啓之 関野　希望 長田　卓也 鶴岡　大督 名和　和彦 村井　章紀 堀内　信

北丸　章浩 斉藤　隆和 大西　恭寛 井口　琢巳 杉本　昌之 齊田　佑介 徳田　元則

内田　明宏 伊藤　純一 岩本　勇樹 大野　公伯 岡野　肇 古守　一貴 田中　龍也 谷山　三智博 渡嘉敷　弘志 中井　悠仁

西村　慧輔 林　宣弘 林　秀紀 平野　健作 前田　直孝 松村　勇輝 三原　秀樹 丸岩　雄治 山﨑　正美 渡邊　恭平

奥西　徹 小坂　卓 千鳥　剛央 須藤　貴大 岡田　理 義澤　立章 出口　大祐 中村　秀輝 橋爪　崇 馬場　猛

寺本　将悟 西村　佳祐 松本　憲明 重松　慶治 佐藤　峻也 西尾　柾輝

東　広和 堤　要 奥野　誠 赤井　正和 長西　将樹 梶川　燎 高木　悠地 久保　元則 川北　健一 細川　卓海

得津　良 中西　功 鎌田　雄一

今村　均 桝本　真悟 崎山　篤史 坂元　宏行 水野　隆正 千崎　圭二 城戸　直哉 吉川　哲了 石本　龍吾 澤田　寛

天竺　修司 阪田　広樹 明神　英一 金澤　秀史 荒　智毅 後藤　元伸 阿部　乃寿 冨宅　渉 渡辺　裕士 大金　浩司

神﨑　彰悟 森本　晃 大久保　隆洋 池田　侑樹 中田　卓宏 榎本　耕作 並川　豊実 西村　太一 久保　雄幹

赤松　和也 中川　裕太 長田　晃輝 兼賀　啓二 福島　敦史 岡島　宇史 重田　憲二 金子　亮介 渡邉　孝典 道畑　良太

栗坂　昌克 中島　弘貴 小林　一成

京都リーグ選手名簿

選 手 名 簿

1 株式会社ワック

2 WIN　TENNIS

4

5

選 手 名 簿

8 Hankees　Cantera

9 Hankees　B

10 島津製作所　A

3 ヴァルブランシュ

6 SCREENホールディングス　A

7 パブリックテニス宝ヶ池　A

16 いちごミルク

17 京都市消防局

18 Team　KEI

11 INOUE.T.A　ハイビスカス

選 手 名 簿

15 ヴァルブランシュTC　BE

23 テニスハウス　ABE

24 京都市役所　A1

25 GSユアサ　しげるくん

19 太秦ONE　STEP　A

21 のんなさい

22 土日の朝練組

20 ウェスタンルーフ　C

ウェスタンルーフTC

Hankees　A

13 ウィルホールディングス

14 RTC

12 ノアインドア京都西
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南郷　泰孝 藤田　功博 安田　雄介 和田　辰也 宮嶋　利行 宮嶋　健人 森川　徹也 大西　祥平 余　みんてつ 山中　伸行

水上　慶太郎

古田　佳史 浦田　雅彦 池田　清一 末富　賢司 津山　陽一 名村　涼 田所　靖史 滝下　崇貴 兵藤　宗久 副島　瑠生

古田　尚喜 武田　隆志 古田　尚史 土居　正士朗

若林　利一 西川　博 細辻　吉弘 毛利　真樹 古仲　純二 村山　安士 森川　隆 井川　光之 富樫　博幸 神田　時養

黒田　和之 阿部　広行 西村　一毅 原田　弘 前田　真樹 黄山　晃多 中嶋　治

市川　真之 高木　義之 河田　知志 國吉　裕太 松尾　康三 山口　晃平 小山　拓也 亀飼　遼太 吉岡　裕人 鹿嶋　貴志

岩佐　太陽 梅田　遼平

西川　京介 西村　泰紀 青山　修平 上西　奈緒人 野原　嘉人 萩原　大輔 宮地　駿 福島　大貴 中尾　有希 福田　信太

松田　健太 北林　大介

角村　政彦 澤野井　敦 福田　工 伊木　聖児 坂本　純一 外川　弘典 大槻　健 北　尚哉 中村　卓人 藤井　啓

梶田　真也 山下　浩 羽田　浩二 山本　真吾 宮　勝彦 西田　啓二 伊藤　幹滋 喜多　一宏 在本　博紀 粕渕　清孝

植村　二郎 崎本　芳弘 笹井　義彦 瀧　康二 中島　秀和 田中　克典 中庄谷　修 ﾛﾊﾞｰﾄ ｲｴﾘﾝ 原　章一郎 村田　良宏

林　秀満

八木　俊行 田中　裕樹 西田　誠 池原　弘量 斉藤　悠馬 森　裕史 中澤　雅之 亀谷　義忠 采尾　直久 野間　大介

大野　義章 中川　善之 岡　洋志 出羽　浩明 福嶋　啓 馬渕　拓真 山本　皓幹 梅垣　心太郎 木村　圭佐

福島　稔 岡田　耕一 堀江　輝宏 三田　昌憲 谷口　幸雄 上津原　研介 横山　吾朗 新井　一秀 堀江　達也 藤井　遼太郎

山谷　晃 進藤　大輔 吉田　司 江崎　拓真 奥野　巨人 水谷　晋爾

森尾　勇三 植田　惇一 下山　信明 多田　芳朗 倉橋　輝 和田　圭司 福味　克幸 稲津　琢也 中井　祥平 近藤　章貴

葛城　周兵

水本　学 藤村　貴司 姜　相根 鍛冶　英男 上田　大輔 藤井　啓祐 三浦　基 高倉　洋平 藤原　司 梅垣　大輔

入江　遼 池田　知史

松浦　崇 西山　隆太郎 西山　大貴 東森　信 岡森　紀一 小林　廣史 要　崇幸 揚田　誠 板垣　大地 中澤　嵐

上西　てつお 貞中　優人

橋本　和宜 川島　永嗣 上野　祐介 井上　仁士 矢部　智恒 柏木　正樹 廣瀬　康彦 安井　篤司

山下　貴大 池田　智仁 西　隆史 村上　教介 田中　寛泰 藤井　裕次 笠川　皓史 杉本　隼也 山本　元 浦嶋　朋哉

泉　惠大 奥村　健一

藤野　敬太 濱本　康功 児玉　賢治 細田　哲 塚原　秀則 森田　浩充 龍澤　健司 渡邉　徹

柳澤　浩一 高橋　直輝 松尾　陽大 菅沼　綾平 岩本　遼太郎 清川　浩平 井筒　康介 藤井　雅之 藤林　亮平

黒田　良昭 三宅　希昇 寺尾　祐一 河野　壮志 八田　陸 佐伯　遼 堀井　彗 新谷　良 古谷　司 西田　信一郎

西田　隆

石高　文康 斉藤　匡直 別所　研一 岩佐　匠 久留　徹 佐々木　哲也 久保　恭臣 野村　重人 浅野　武志 江崎　二郎

野村　和夫 遠藤　和孝 上野　剛史 中村　章人 山本　健人 久原　毅
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駒田　晋吾 境　浩史 長谷　佳伸 小倉　博喜 遠藤　研次 竹内　敦 井上　雅博 山内　義輝 南　潤一 奥田　健

小林　純 浅野　邦彦 金沢　慶人 松崎　久也 舩渡　雄一朗 中村　幸彦 寺沢　義博 大家　正己 中原　真二

幸林　芳武 有本　康充 西谷　昌純 内匠　研介 釆野　正明 井田　豊 櫻田　隆 釘野　康史 北岡　正義 櫻井　和裕

妹尾　一樹

板垣　信義 伊藤　健児 今河　修 大八木　幸三 喜多　真 佐野　直 下里　浩一 中田　博 中村　高夫 藤原　満寿夫

前田　法男 村上　寿一 鷲尾　将裕

龍野　司 井出　慎太郎 井下　正芳 大峰　勝次 岸田　知義 清野　正樹 柴垣　行男 安田　一 辻　章平 宮澤　誠

西山　俊之 野村　弘 長谷川　政士

29 マック會

30 島津製作所　B

31 京都庭球友会［松］

32 SCREENホールディングス　B

選 手 名 簿

26 G・FELLOWS

27 ホワイティ　TAG

28 東山テニスクラブ　ウルトラC

36 京都市役所　A2

38 ピース

39 NISSHA　A

37 京都庭球友会［竹］

33 ロイヤルガーデンテニスクラブ

34 京都府庁ローン

35 チームベスティ

44 パブリックテニス宝ヶ池　B

45 ホワイティ　36（サンロク）

43 ホワイティ　A

選 手 名 簿

40 オレンジ

41 島津製作所　C

42 メットライフ生命

46 ウェーブ

47 ヴァルブランシュ　オールディーズ

48 ベストフレンズ



高橋　義智 尼崎　実 尾田　浩 吉岡　正和 斉藤　永 八木　洋一 饗庭　昌史 森　泰規 木村　浩 向井　康裕

長谷川　寛治

藤原　誠人 大河内　均 笠島　秀敏 永味　明宏 山田　正宣 宮田　明 猪俣　敏男 熊倉　敏夫 小林　一彦 高野　朗

浅井　興二 免田　毅

中井　眞啓 中越　豊 北村　彰一 片西　章浩 岩松　邦郎 岡　英一 高　将大 古塚　隆紘 川渕　泰 宮川　翔太

二瓶　恭輔 椋田　敏史 栗山　祐輝 野村　浩平 山口　正喜 新谷　亮一 西村　永 嶋谷　徹

小西　慶典 政田　剛志 岩下　英史 黒梅　知明 岩崎　貴洋 竹内　航 古川　修平

結城　真一 服部　健 村松　晃 佐藤　健治 三吉　大樹 松田　和之 寺田　将晶 有正　太一

小阪　義久 浅田　彰 菱川　雅也 小谷　佳史 谷　晃輔 吉田　千廣 田中　寛之 林　優 永田　真也 藤田　就一

白石　英弘 鈴木　隆志

東　靖久 三浦　忠 高橋　亮司 井形　彰利 赤田　昭造 佐々木　理 石川　亮宏 永田　浩司 澤村　繁 元山　暁仁

渡辺　文雄 祐安　克典

廣瀬　泰三 阿竹　申高 中村　隼斗 大西　哲也 田中　祐市 乾　昌信 池田　圭助

粟津　英雄 村島　明夫 松井　裕司 竹原　俊之 福島　徳人 河原林一王 高橋　誠 久保　皓正 頼近　真知 小森　康人

七元　克哉 中村　祐貴 川部　佳照 高木　俊裕

6部

川辺　康彦 波多野　博 谷本　雄一 横井　英雄 小原　敬史 塩尻　秀和 椿井　靖雄 片山　道隆 明平　圭司 小野　英敏

三上　重信 奥田　英治 加護　由一 山口　勝也 村田　章 田中　良秀 岩崎翔太郎 池田　勇太 原田　明 三好　浩司

圓城　達也 大島　康嗣 瀬崎　吉功 豊福　英雄 八木　隆

荒木　祐哉 北川　智彦 今川　雅之 嶋澤　貴大 松本　剛典 田中　啓太 中舎　翔 村山　大策 松本　貴裕

皆川　恭廣 松原　敏久 八田　直樹 斎藤　孝之 寺岡　由博 定村　勇典 杉森　遼

平林　敏史 谷川　博昭 楠田　知弘 芝原　由浩 吉桑　正雄 宮下　幸樹 若竹　稔生 小堀　寿和 寺嶋　敬介 山根　雄滋

佐々木　暁生 上田　正弘 奥村　栄佑 清水　岳洋

井之崎　隼人 小野　敬太郎 空　明倫 高井　清典 土橋　正宜 長谷川　優 林　正 原澤　英彦 政岡　虎太朗 政岡　豪

皆川　陽人 森本　孝亮 藤松　凌

今井　宏樹 神戸　俊和 山本　龍治 高木　康臣 高橋　育弥 会澤　裕一 瀧西　徳勲 渋谷　健太郎 北川　力 磯田　典理

木下　雅紀 柏木　元気 山本　功 坂田　雄介 松本　淳

50 東山TC　ブラザーズ

51 （株）堀場製作所

52 NTC　A

49 サンコール株式会社

57 GSユアサ　ハングリー

58 三菱自動車　パジェロ

56 三菱自動車　ミラージュ

選 手 名 簿

53 島津製作所　D

54 京都庭球友会［梅］

55 島津製作所　Z

63 ITC京都西インドアテニスクラブ
iu

64 NISSHA　B

62 team  Y

29 SCREENホールディングス　C

60 京都市役所　B

61 NTC　B



女子

１部

チームＮＯ チーム名

土屋　章子 川島　愛希 中村　規子 角　元子 奥村　知美 足立　美沙子 是永　真帆 立石　鈴佳 三好　珠美 竹田　菊子

西本　聖良 真貝　真弓 森田　千瑛 笹原　夕子

江馬　愛子 江馬　心美 奥村　万枝里 河西　礼 塩見　香 塚原　光子 塚原　彩日 中川　まゆみ 中村　由紀子 野村　美樹

橋本　明香 福永　睦 藤井　香奈子 藤井　柑奈 村山　真砂子 神内　彩衣 山田　歩奈 山田　美樹

岩崎　順子 伊藤　裕貴 吉村　安梨佐 和田　桃子 佐藤　亜子 赤坂　晴子 野々村　優美 大津　麻友 菊地　実穂 佐藤　美智子

阪本　尚桂 松村　明香 中根　杜央香 梶原　友香 山本　沙織 五百井　麻貴

池永　優子 今西　明美 小川　季美子 川島　美香 佐野　千夏 田中　美佳 中山　恵 藤井　尚美 前田　紗代子 松木　薫

宮本　裕子 吉田　可奈 東　奈央 東　由唯

八木　育子 小倉　たみ枝 新谷　清美 岩本　淳子 石田　京子 藤井　真紀子 宮本　彰子 日下　靖子 柳沢　由紀 松山知恵子

武岡　幸子 奥田　有紀子 高野　麻由 長安　幹子 池垣　百合 新沼舘　利香

荒川　このみ 小町　留美 井本　芳子 奥西　奈生 香山　泰子 清水　千代子 高野　やえ子 田中　尚子 中島　宏美 福永　菊美

古川　圭 松本　亜由美 森戸　恭子 森本　節子 山田　莉穂 山本　佳世 吉場　暁子

野中　奈央 濱本　桃絵 川島　愛 山路　美幸 清野　万里子 福持　房子 大坂　知子 中澤　慶子 大嶋　怜奈 越智　節子

渡辺　実月 別所　亜優 津山　光海 鳥羽　ひより 森下　月琴 更田　希未　 若園　珠季

２部

チームＮＯ

村尾　直子 田里　千佳子 堤　千秋 野村　早苗 木村　真裕美 林田　真弓 吉田　ゆかり 岡山　智恵子 井上　香穂

岩村　裕美 小川　優子 市本　直美 梼原　あかね 川本　清美 中西　弥生 芝原　温子 芝原　菜々花 畑佐　恵 岡本　あずさ

川口　佳保吏 坂井　千鶴子 穂積　香織 高村　文子 若木　寛子 石井　美江 畑佐　翠里 北島　久子 三上　聡美

伊藤　千郡 井川　禎恵 犬嶋　智美 佐脇　瑞恵 増田　啓子 北村　美佐緒 山崎　五月 池井　幸代 山川かおり 露木真由美

相山　芳美 神内　恵子 樋口　菜穂子 山下　梨恵 古川　きみよ 梶塚　美葉留 長崎　美代子 田ノ上　千津 百鳥　年美 大家　香

山田　由里子 浦田　浩子 額田　真和 末富　美幸 倉橋　曜子 額田　真理 中村　早映子 道家　さやか 多田　梨沙子 谷口　結希

橋本　実紅 安川　里佳

山岡　明日香 岡田　智絵 伊佐　寿世 青木　遼 二戸　郁賀 佐々木　恵美子 竹村　春佳 溝部　樹里 中村　有美子

青戸　宏子 小粥　初美 渋谷　洋子 杉本　聡恵 高田　美紀 武本　みさ代 谷村　れい子 中原　倫子 西野　美恵 冨士野　こずえ

古川　美香 小川　圭子

３部

チームＮＯ

浅野　木奈子 柏本　照子 小池　由利子 高田　貴代美 田端　加津子 円山　愛 新　陽子 今西　量子 杉山　依里子 森田　圭子

横山　佳代 細川　奈美 谷口　恵理子 伊藤　由香里 南　久美 森田　能子 杉之下　恭子 吉野　寿美

岩崎　ヒトミ 大山　莉捺 小西　尚美 清水　美佐子 清水　恵美 鈴木　紀子 高山　喜三子 田中　直美 藤村　純子 星　　弘子

本田　範子 水野　寿子 安田　留里子 高井　英子 北丸　曜子 伊庭　里奈

井上　紫乃 井上　容子 亀井　京子 垣内　清美 小泉　美奈子 瀧本　みさを 兵井　香乃 長尾　陽子 西川　清美 林　恵子

山口　佳子 若松　美雪 遠藤　陽子 木村　英美 上原　繭子 稲本　朱梨 伊藤　志津 石川　真理子

谷口　千穂 馬場　みどり 河村　広子 北川　朱美 松井　幸子 谷口　みちえ 島井　美穂 青木　香織 井上　英子 川口　実緒

松山　千帆 由良　万里子 齊藤　藍子 亀山　聡子 仁尾　倫子 大八木　園子 田村　麻里 清水　育子 中川　愛 松山　和江

梅林　道子 治田　悦子

朝山　政美 喜多　知子 佐野　直美 瀬川　貴子 樋口　恵美 森本　祐可 山中　由美 脇　かをる 森本　綾郁

岸本　綾 古塚　未愛 上田　淳子 高田　三枝子 山本　しげ子 波多野　圭子 負野　裕子 菅野　照代 吉田　喜久栄 柴垣　真理

小山　礼子 北尾　多恵子 陰山　玲子 羽根田　京子 浅田　由喜枝 足立　藍子

青野　美樹 長西　葉子 倉内　愛 川勝　麻衣子 小林　景子 滝端　かよ子 田中　まさ美 津田　和恵 中島　亜以 佐々木　ひとみ

堀田　こず恵 龍田　紗恵子 三輪　彩子

池西　葵 溝口　亜以 走　麻理子 長田　裕実子 荒木　梨奈 三重　歩実 関野　茜 田中　麻美子 岡田　芽里 岡田　梨佐

小池　千尋 場勝 伊都美 鈴木　柚香

四方　麻矢 四方　阿蘭 山内　万由美 浅田　花梨 千原　美紀 森本　希代美 楠見　真澄 間宮　由美子 西村　栄美 新井　幸子

木本　慶子 上田　麻子

４部

チームＮＯ

真継　早紀子 大林　佳代 大場　恵美子 郡司　正美 下山　陽子 杉浦　幸子 辰巳　悦子 長谷川　波子 増田　貴子 宮下　陽子

森　典子 矢野　智早 鷲谷　恵美 三井　真由

林　美鏡 高田　由美 多田　仁美 田中　祥子 山羽　真由美 北野　三智子 前川　有子 清水　博美 宇根　春美 浦川　陽子

山田　悦子 中村　依子 森　泰代 木倉　都美子 高田　阿以里 山田　柚衣

豊福　典子 川合　由起子 海崎　恵子 山口　美佐子 長澤　祐生子 本田　久美子

越智　仁美 山室　良子 池田　久美子 桧垣　直子 渡邉　恵理 石渡　まりな 大羽　潤子 碇　恵美 塩見　麻里奈 松井　美加

北田　由梨 神田　文

選 手 名 簿

9

グリーンアーチRGTC

選 手 名 簿

選 手 名 簿

1 ヴァルブランシュ

2 東山TC　S2：D

11 ホワイティ　A

12 島津製作所　W

7 パブリックテニス宝ヶ池

6 ホワイティ0（ラブ）

3 Win　Tennis

4 ミラクルレボリューション

5 金曜レディース

選 手 名 簿

8 ブレイヴ

17 テニスハウス　B

19 ITC京都西　IKLEA

14 東山TC彗星

18 ヴァルブランシュ　Rutile

Hankees

10 TAクレセント京都　ペガサス

13 京都フレンズ

15 ITC京都西　A

16

27 GSユアサ　はんなりはん

20 ITC京都西　イースリー

21 ノアインドア京都西

24 ヴァルブランシュ　UZU

25 TEAM　M＆M

26 BOO　喝

22 ソラーレ

23 バイオレット



井上　裕子 渡部　正美 幸林　有美子 久岡　富美子 谷村　幾世 宮嶋　茉莉緒 秦　みどり 森田　季見子 山本　成美 誉田　典子

森　由美子

梶山　明美 佐々木加矢子 佐藤　はるみ 〆田　博子 角　一代 中村　知詠子 西村　佳代子 宮田　由美 籔田　真理子

澤田　かおり 西谷　香織 村上　淳子 田屋　景子 山口　貴子 川端　登喜 植田　景子 河本　薫 秋田　保代 影山　美紀

八木　真里 上野　莉加子 松本　みさき 宇野　茜 岡田　優子 中川　尚美 中島　成美 中澤　恵里 采女　朋子 田端　輝子

林　香奈依 住廣　美穂

國近　なつ美 三宅　真依花 俣野　藍里 真継　正江 並川　馨 丹羽　雅美 武内　悦子 杉本　美帆 寺川　永真 川浪　乃理子

本田　歩美

桑原　知子 西山　恵子 藤田　順子 吉岡　実知代 古川　美由紀 梶田　桂子 玉置　美子 久保田　百枝 尾塩　昌子 薗田　智恵

5部

チームＮＯ

井出　直子 藤田　侑子 灘　悠 山北　眞由美 新庄　真奈 上野　裕子 金子　彩 廉岡　侑佳 澤野　昌子 中島　静香

吉塚　紗央里 神戸　萌香 永井　佐知 藤田　真穂

大石　亜弥子 巽　小百合 糸井　通江 鍛冶　千春 水本　真由美 伊木　好美 山越　かれん 澤野井　鮎 篠崎　泉 澤野井真由美

藤田　理子 平岡　瀬奈 本田　冬美 吉田　朋子

榎本　佳奈 寺本　尚代 辺見　明子 田口　かおり 中木村　有里子 田中　真由美 松本　典子 権藤　佑理亜 井上　実優

谷口　真理子 野村　沢美 林　優子 西田　一美 中西　明子 坂田　美千代 松永　美樹 渡辺　照美 今泉　直子

荻須　美奈子 倉橋　みどり 小林　弘美 田中　絵里 中川　美恵子 中久保　みさ子 速水　千鶴子 馬場　由佳 藤木　史枝 三岡　眞理

村田　留実 山中　みどり

今井　琴美 大西　うわさ 高澤　昭子 津田　真理子 服部　菊 濱野　しのぶ 松本　恵

江村　弘子 今井　華乃 土橋　梨音 土橋　有美 逢坂　雪絵 坂上　久美子 田淵　郁 土井　泰子 高橋　美香 永良　敦子

河邊　彩音 武田　紀三子　 七里　美由紀

稲子　真穂 乾　萌佳 阪口　和希 坂本　亜紀 白桃　京子 枝連　未奈里 高木　美佐 高田　麻友美 中村　愛 平林　瑞木

政岡　博子 松井　ゆりか 松本　香 森　麗華 今崎　有紀

菊地　早奈 向井　由里子 山本　智佳子 三輪　仁美 山崎　真由美 入江　裕子 上坂　尚子 長谷　愛 山本　梨佳 岡田　朋子

西垣　芳江

石川　美和 石野　澤子 石橋　はる奈 近藤　由芽 新塘　三千代 三上　千津佳 宮川　しのぶ 馬場　直子 山本　浩美 別府　亜友美

田中　玲子

選 手 名 簿

41 ITC京都西インドアテニスクラブ
iu

42 スポーツクラフト

43 I say

39 Team　macaron

40 ITC京都西インドアTC
SHIDUKU

34 NISSHA

36 島津製作所　F

37 Lunette（ルネット）

35 京都庭球友会［桜］

38 テニスハウスA

ロッシュココ

32 京都市役所

33 ロイヤルガーデンテニスクラブ

28 G・FELLOWS

30 ウェーブ

29 cherry Bonb

31


