
氏名 所属 氏名 所属
反田　雅貴 フリー 森下　誠 ＴＰＫ
阿部　大河 フリー 合田　知生 ＴＰＫ
市川　雄輝 ダートコーヒー 丸山　徹 ローランギャロ
高原　将志 フリー 岡本　泰範 ローランギャロ
森本　綾菜 ゴリライオン 田村　祐子 高松ローン
日浦　胡桃 ゴリライオン 島田　佳寿子 徳島ローン
久保　瑠奈 アッド 中村　絵理香 ゴリライオン
渡邊　彩 アッド 宮川　萌子 ゴリライオン

久武　弘幸 ゴリライオン 雲崎　和宏 ソルト
岡林　亜由美 ゴリライオン 高島　縁 アッド

森口　真 フォーレスト 升本　佑喜 stupids
杉峯　正浩 丸亀テニスクラブ 高山　豊 stupids
西川　竜也 アッド 上村　雅彦 トキワテニスクラブ
木村　悠佑 アッド 柴田　潤 トキワテニスクラブ
多田　和恵 フォーレスト 今井　友理 pdt
千崎　由香 築地 戸田　佑紀 ラビット
上田　由美 このやまclub 加村　紀子 三木テニスクラブ

富沢　真知子 このやまclub 辻　人美 三木テニスクラブ
山本　健太 四変テック 川染　大輔 ｔｅａｍｋｏｂｕ
山本　真衣 屋島テニスクラブ 漆原　亜希子 ｔｅａｍｋｏｂｕ
堤　直規 三菱化学 坂出　光基 アッド

川田　知宏 三菱化学 朝比奈　竜平 アッド
三好　真也 直島テニスクラブ 岩崎　義一 フリー
濱中　敬太 直島テニスクラブ 宮崎　浩司 フリー
鈴木　由美 萩クラブ 内田　啓子 フリー
山崎　幸子 坂出 阿河　真里 屋島テニスクラブ
荻野　和美 フリー 田中　学美 pdt
高田　有美 宇多津体協 千葉　智子 pdt
大福　義一 三菱化学 森下　誠 Ｔ.Ｐ.Ｋ
前田　夢歌 ＵＴＣ 関　和美 Ｔ.Ｐ.Ｋ
松川　輝明 丸亀テニスクラブ 出口　拓朗 フォーレスト
増原　章人 丸亀テニスクラブ 小倉　悠貴 トキワ
谷本　賢二 丸亀グリーン 白井　邦佳 三木テニス
遠山　義雄 善通寺ローン 横田　政宣 STNet
原　小百合 フリー 松原　由香理 トキワ
藤井　智美 アップデイト 宮原　政美 アップデイト
角谷　和子 萩インドア 内田　啓子 フリー
宮崎　妙子 萩インドア 阿河　真里 屋島テニスクラブ
伏木　国博 ローランギャロ 杉峯　正浩 丸亀テニスクラブ
岡田　美砂 屋島テニスクラブ 高島　緑 丸亀テニスクラブ

川田　浩太郎 Ｔ・Ｐ・Ｋ 松原　正承 フォーレスト
寺田　翔 Ｔ・Ｐ・Ｋ 藤本　規吾 ＰＤＴ

木村　明人 多度津ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 森川　健一 ローランギャロ
梶浦　紀夫 多度津ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 松下　博美 ローランギャロ
森野　芳美 屋島テニスクラブ 宮下　早由理 ハイブリッジTA

尾田　奈緒子 屋島テニスクラブ 上谷　京子 ハイブリッジTA
鈴木　由美 フリー 三好　倫子 ハイブリッジTA
原　小百合 萩インドア 杉江　まり子 ハイブリッジTA
漆原　健一 Ｔ・Ｐ・Ｋ 湯浅　章弘 MTC

漆原　亜希子 Ｔ・Ｐ・Ｋ 三宅　純子 MTC
坂本　健尚 ハイブリッジTA 杉峯　正夫 Ｔ・Ｐ・Ｋ
秋山　政徳 ハイブリッジTA 安田　英樹 Ｔ・Ｐ・Ｋ
柴原　光司 屋島テニスクラブ 若松　伊織 フォーレスト
白井　凌太 フリー 渡辺　紀夫 フォーレスト

栗田　利永子 コルボ 松岡　幸 丸亀インドア
北尾　江理 エポック 菅田　いつめ 丸亀インドア

三宅　眞理子 萩インドア 田中　学美 pdt
横田　麻衣子 ハイブリッジ 千葉　智子 pdt
川野　和宏 高松ローンテニスクラブ 藤澤　高志 高松ローンテニスクラブ
田村　祐子 高松ローンテニスクラブ 藤澤　初子 高松ローンテニスクラブ
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クラス

小若　友也 トキワテニスクラブ 森川　健一郎 ローランギャロ
田中　康浩 トキワテニスクラブ 伏木　国博 ローランギャロ
橋本　祥用 丸亀ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ 岡田　崇寛 ラビット
遠山　義雄 丸亀ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ 高原　将志  屋島テニスクラブ
山崎　幸子 ローランギャロ 西山　知香 ＪＲ四国

漆原　亜希子 KOBU　 金木　早苗 アップデイト
尾田　奈緒子 フリー 多田　和恵 トキワテニスクラブ
三枝　彩奈 フリー 井上　喜美子 丸亀テニスクラブ
藤田　尚 フリー 森下　誠 Ｔ・Ｐ・Ｋ

藤田　千恵 フリー 関　和美 Ｔ・Ｐ・Ｋ
横田　光弘 丸亀グリーン 荒岡　繁樹 フォーレスト
近藤　英彰 丸亀グリーン 小西　一弘 PDT
出口　拓朗 フォーレスト 宮脇　偉史 ﾘﾊﾞﾃｨﾃﾆｽｻｰｸﾙ
大坂　啓文 フォーレスト 秋山　政徳 宇多津体協
安西　益弥 高松南クラブ 瀧本　裕子 高松ﾛｰﾝ
阪川　安弥 高松南クラブ 渡辺　裕子 高松ﾛｰﾝ
井上美知子 ジョンティーユ 横山　裕美 萩ｲﾝﾄﾞｱ
中西　文代 築地 原　小百合 萩ｲﾝﾄﾞｱ
松川　輝明 丸亀ｲﾝﾄﾞｱ 山崎　晃司 ローランギャロ
増原　章人 丸亀ｲﾝﾄﾞｱ 漆原　健一 Ｔ・Ｐ・Ｋ
谷　昇和 ハスざいる 小寺　賢志 チームラビット

佐藤　輝典 ハスざいる 出口　拓朗 チームラビット
藤井　智美 築地 千崎　由香 築地
伊藤　裕美 築地 泉　順子 築地
山本　真弓 フォーレスト 荻野　和美 ハイブリッジ
亀井　由紀 フォーレスト 林　恭子 ハイブリッジ
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