
年度 年度

男 　平井 正弘　（ＢＫＴＣ） 　原山　寛　　（ＢＫＴＣ） 男A 　山崎 宏昭　（LAVATTZ） 　小西 　亮　 （BETTYS）

女 　樽井 満里　（ＢＫＴＣ） 　中垣 和子　（ＢＫＴＣ） 男B 　田中 隆史　（パナソニック） 　平光 則仁　（オムロン）

男 　平井 正弘　（ＢＫＴＣ） 　原山　寛　　（ＢＫＴＣ） 男C 　奥　  洋二　（YANN） 　京極 新一　（きらく会）

女 　樽井 満里　（ＢＫＴＣ） 　中垣 和子　（ＢＫＴＣ） 女A 　前田 寿栄　（マシナリー） 　林　  みき　 （YANN）

男 　平井 正弘　（ＢＫＴＣ） 　田中 正浩　（ダイキン） 女B 　深尾 純子　（YANN） 　潤井 真咲　（YANN）

女 　樽井 満里　（ＢＫＴＣ） 　江端 光子　（個人） 男A    西川 淳一  （YANN） 　林　 直樹　 （YANN）

男 　小林 哲郎　（医大） 　本田　譲　  （東レ草津） 男B 　本田  譲     （東レ草津） 　井上匡志　 （オムロン）

女 　浅井 菊江　（ＢＫＴＣ） 　坂田  雅巳 （松下） 男C 　小川原秀治（パナソニック） 　大西義人  （サタディナイト）

男 　田中 正浩　（ダイキン） 　岡　　 泰弘 （ダイキン） 女A 　新貝 真優　（YANN）   東　美穂     （YANN）

女 　前田 千佳　（桜ヶ丘） 　田代 悦子　（医大） 女B 　木下 麻衣  （グリーンヒル） 　十河 和代　（パナソニック）

男 　松本 和良　（ニチデン） 　粟津 隆雄　（石原産業） 女C    三次桜花    （PTE） 　樋口美穂子　（フリー）

女 　松井由美子（若草TC） 　増田　　　　　（笠小P） 男A 　清水悠太 （PTE） 　西川淳一 （YANN）

男 　田中 正浩　（ダイキン） 　本田　譲　  （東レ草津） 男B 　井上祐司 （湖南TC） 　齊田祐介 （フリー）

女 　稲田 幹子　（イングス） 　操　　亜矢子（石原産業） 男C 　岩屋俊秀 （フリー） 　園田憲吾 （Shippers）

男 　大倉 清廣　（若草TC） 　伊藤 真治　（草津ラケット） 女A          申込少なく不成立

女 　左藤美津代（若草TC） 　野坂 淳子　（イングス） 女B 　田中瑞萌(ARROWS T.S) 　上野明代 （フリー）

男 　田中 正浩　（ダイキン） 　嶋田 信幸　（松下冷機） 女C 　西川智子 （SNTC） 　佐藤美代子 （きらく会）

女 　山崎 由利　（932ユニティ） 　牧野 里美　（932ユニティ） 男A 　山崎一樹（オムロン） 　村上知孝（YANN）

男 　岡島 英明  （932ユニティ） 　大倉 清廣　（グリーンヒル） 男B 　川並和之（Ｋテニス） 　金　京史(フリー)

女 　山崎 由利　（イングス） 　浜地トミ子　（イングス） 男C 　峰　祥靖（フリー） 　森　秀茂（イングス）

男 　岡　　 泰弘 （ダイキン） 　松本 和良　（ニチデン） 女A 　　　　　申込み少なく不成立

女 　奥田 隆子　（932ユニティ） 　木村 正子　（932ユニティ） 女B 　平野理絵（SNTC） 　江功子（フリー）

男 　大倉 清廣　（グリーンヒル） 　河野 誠司  （ダイキン） 女C 　川上美弥子（Ｋテニス） 　中川久江（個人）

女 　山崎 由利　（ウイルフ） 　木村 正子　（ウイルフ） 男A 　山田翔梧（フリー） 　栗原健伸（フリー）

男 　浜本 高志　　（草津MID） 　斎藤 史郎　（草津MID） 男B 　川上悠作（Ｋテニス） 　別所研一（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｱｺﾝ）　

女 　小崎 春美　（ウイルフ） 　木村 正子　（ウイルフ） 男C 　西出亮（フリー） 　渡邉正人（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｱｺﾝ）

男 女A 　　　　　申込み少なく不成立

女 女B 　田中くれあ（ＰＴＥ） 　久田遥菜（ＰＴＥ）

男 　村田 徹矢　（草津MID） 　河野 誠司  （ダイキン） 女C 　遠藤雅美（テニシアクラブ） 　吉田淳子（フリー）

女 　中道 保枝　（草津MID） 　森田 紀美　（イングス） 男A 　近清真司（YANN） 　船津祥平（ノア南草津）

男 　大倉 清廣　（グリーンヒル） 　上田 鉄造　（グリーンヒル） 男B 　齊田祐介（フリー） 　山中洋二（SNTC）　

女 　山口 利加　（グリーンヒル） 　森田 紀美　（イングス） 男C 　菅井光博（PTE） 　井口道雄（SNTC）

男 　佐本 善彦　（イングス） 　入野　保　　（イングス） 女A 　田中由子（SNTC） 　寺山愛子（SNTC)

女 　森田 紀美　（イングス） 　浜地トミ子　（イングス） 女B 　風神真弥（ＴＡクレセント） 　大江功子（フリー）

男 　本持 善弘  （イングス） 　大倉 清廣　（グリーンヒル） 女C 　伊藤牧子（ノア南草津） 　久保康子（ＰＴＥ）

女 　丸木たか子（イングス） 　浜地トミ子　（イングス） 男A 　鶴田雄輝（フリー）

男 　本持 善弘  （イングス） 　福井 弘生　（イングス） 男B 　水田大輔（フリー） 　白井輝（フリー）　

女 　森田 紀美　（イングス） 　橘　　優子　（グリーンヒル） 男C 　高垣樂（ARROWS.TS） 　黒宮久貴（フリー）

男 　本持 善弘  （イングス） 　津川　勝　　（グリーンヒル） 女A

女 　加地 秀子　（ヤバセ） 　池田智恵子（イングス） 女B 　風神真弥（ＴＡクレセント） 　鈴木仁美（M.T.Lab）

男 　本持 善弘  （イングス） 　宮崎　 拓　 （イングス） 女C 　下澤明美（フリー） 　中田鈴江（きらく会）

女 　橘　　優子　（グリーンヒル） 　市川くるみ  （草津MID） 男A

男 　奥村 俊直　（イングス） 　小口 泰巨  （イングス） 男B 　脇　智史（フリー） 　松岡友輝（スグハル）　

女 　山口 利加　（グリーンヒル） 　橘　　優子　（グリーンヒル） 男C 　平野颯大（TAクレセント） 　松本典大（フリー）

男 　奥村 俊直　（イングス） 　小口 泰巨  （イングス） 女A 　※申込み少なく不成立

女 　松永 雅代　（グリーンヒル） 　福原亜理紗（グリーンヒル） 女B 　※申込み少なく不成立

男 　奥村 俊直　（イングス） 　武田 雅善　（キャノン） 女C 　杉原ひとみ（スグハル） 　谷美智代（きらく会）

女 　福原亜理紗（グリーンヒル） 　森　　夕貴　（ヤバセ） 男A

男 　奥村 俊直　（イングス） 　三原 裕一　（サンデモ） 男B 　平野颯大（TAクレセント） 　稲村直樹（スグハル）　

女 　山本あづさ （イングス） 　西堀 美紀　（イングス） 男C 　樋口英明（フリー） 　長谷川優（ARROWS.TS）

男 　勝部 　毅　 （松下冷蔵庫） 　平光 則仁　（オムロン） 女A 　※申込み少なく不成立

女 　佐野 文美　（イングス） 　南　 久美　（松下冷蔵庫） 女B 荒木久美（パナソニック草津）

男 　井上 　新　 （松下エアコン） 　今村 隆人　（LAVATTZ） 女C 　中野美和（フリー） 　伊東ゆかり（スグハル）

女 　尾崎 智恵　（LAVATTZ） 　野崎 千絵　（LAVATTZ）

男 　山下龍太郎（LAVATTZ） 　勝部 　毅　 （BETTYS）

女 　大塚 　愛（MONKEY  SMASH） 　十河 和代　（パナソニック）

男A 　吉川 翔太　（LAVATTZ） 　山下龍太郎（LAVATTZ）

男B 　山本 昌紀　（東レ草津） 　松永 邦英　（WIM/TC）

男C 　兵頭 慎也　（東レ草津） 　中嶋　隆　　（きらく会）

女A 　新貝 真優　（グリーンヒル） 　島本 陽子　（パナソニック）

女B 　佐藤 朱里　（きらく会） 　山本 斎子　（パナソニック）

女C 　西川 恵子　（きらく会） 　佐藤 裕子　（オムロン）
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　三元桂太(ノア南草津　) 　近清真司(YANN)

27年

23年

24年

30年

　船津祥平(ノア南草津　) 　久保侑暉(Team　LINK)
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