
んだっちチーム対抗　エントリーリスト

無限アーマー 浅場ちゃんに期待！

堀井　なつみ ＡＡＣ 長谷部　花奈 雄和TC

堀井　ともみ ＡＡＣ 浅場　敦 ユートピアTA

白瀬　敬美 ＫＣ’Ｓ 本間　真人 ユートピアTA

吉田　周徒 ATA 村山　智之 雄和TC

金子　渉 ＡＡＣ 石井　弘貴 inty+

三浦　幸貴 サンライズTC 三浦　里奈 雄和TC

白瀬　勉 ＫＣ’Ｓ 土田　淳子 TEAM C

令和第８世代 テニス　LOVER 探究部 PLUS

髙橋　祐行 ルネッサンスTC 金　理奈 中通総合病院TC 伊藤　健二郎 県大倶楽部 相場　敏博 Ｌ＆Ｇ

佐藤　広行 ルネッサンスTC 小場　和之 県大倶楽部 田中　英樹 県大倶楽部 虻川　義孝 北都銀行

鈴木　明志 横手ローンTC 酒井　達也 雄和TC 大関　宏和 泉TC 佐藤　元気 フリー

小田桐　博美 ルネッサンスTC 照井　良 雄和TC 佐藤　雅子 ＡＡＣ 吉田　真澄 ALTF

小山　みづほ 横手ローンTC 船木　歌織 ルネッサンスTC 赤川　香奈子 ＡＡＣ 倉田　友美 スギッチ

山品　恵里子 横手ローンTC 那波　美穂子 中通総合病院TC 大沼　留美子 泉TC 増瀨　美裕紀 スギッチ

NDASU 西目TBC WILLS TeamK

伊東　和幸 サンライズTC 広田　祥貴 フリー 山口　佐知子 WILLS 小松　芳英 THTC

佐々木　政一郎 サンライズTC 齋藤　一大 西目TC 山内　 朋宏 WILLS 岡島　一真 THTC

藤井　聡 サンライズTC 高橋　駿 西目TC 西川　裕之 サンライズTC 加藤　徹 中通総合病院TC

田口　武範 TEAM C 佐藤　良矩 西目TC 藤木　久司 WILLS 荒瀬　幸達 THTC

船木　幸枝 フリー 三船　恵美子 西目TC 古谷　誠 WILLS 羽渕　由紀子 中通総合病院TC

田中　花枝 サンライズTC 古田　真以 西目TC 澤井　悦子 GTO 能登　千春 日赤病院ＴＣ

中川　心 サンライズTC 伊東　弥生 西目TC 佐藤　啓子 三種町テニス 鈴木　希望 日赤病院ＴＣ

藤原　久美子 サンライズTC 高橋　梨瑠 西目TC 宇佐美　牧子 WILLS 佐々木　郁子 山王TC

サンライズ チョッパーズ ワン チョッパーズ  ツー TLBG(A)

神原　隆世 サンライズTC 長谷部　明広 チョッパーズ 工藤 重己 チョッパーズ 伊藤　寧礼 TLBG

鎌田　泰行 サンライズTC 酒井　恭平 チョッパーズ 安倍 明義 チョッパーズ 折笠　誠 TLBG

佐々木　洸大 サンライズTC 高橋　卓士 チョッパーズ 嶌 悟 チョッパーズ 夏見　拓也 TLBG

板倉　廉 サンライズTC 小林　貴紀 チョッパーズ 鳥井 保 チョッパーズ 今田　充 TLBG

谷地村　実保子 サンライズTC 佐藤　優子 チョッパーズ 永澤 由美子 チョッパーズ 川端　さき TLBG

払川　幸誠 サンライズTC 土田　明子 チョッパーズ 能登谷 美由起 チョッパーズ 高橋　佑奈 フリー

鈴木　麻美子 サンライズTC 富樫　な々子 チョッパーズ 佐々木 紗恵子 チョッパーズ 加藤　優 TLBG

鐙　真穂 サンライズTC 小林 美智子 チョッパーズ

板倉　光来 秋田銀行

秋山　琴絵 サンライズTC

うめちゃんず４ コスモス RTC

久米　巳弥子 ルネッサンスTC 伊藤　和彦 ＫＣ’Ｓ 齋藤　透 大館ローンTC

長井　健 ルネッサンスTC 菊池　彰夫 コスモスTC 新堀　斉 三種町テニス

今野　純子 ルネッサンスTC 相川　英夫 ＫＣ’Ｓ 高橋　雅樹 RTC

榊田　真理子 ルネッサンスTC 塩谷　満喜子 コスモスTC 脇　久子 男鹿シーサイドTC

榊田　隆文 ルネッサンスTC 高橋　明美 コスモスTC 三浦　由美子 さとうTC

佐藤　大樹 ルネッサンスTC 菱沼　亜衣 コスモスTC 木次谷　恵美子 大館ローンTC

高山　裕矢 ルネッサンスTC

SKT7 梅組 SKT7 花組 TLBG(B) 月夜

田中公一 フリー 佐野政二 フリー 五十嵐　郁也 TLBG 伊藤　寿子 フリー

加賀屋重貴 フリー 丸山公啓 フリー 佐々木　基 TLBG 柳谷　優子 フリー

豊嶋紀之 フリー 佐野元太 フリー 伊藤　直輝 TLBG 橋本　富貴子 フリー

辰 徳子 フリー 豊嶋敏子 フリー 秋元　駿人 TLBG 金　勲 フリー

小玉恵子 フリー 佐々木美恵子 フリー 豊島　朝陽 TLBG 鎌田　潔 フリー

伊藤満子 フリー 田中華子 スギッチ 細川　明依 TLBG 須合　元 泉TC

渡邊　南 TLBG

1部

二部

三部


