
現在、有効な会員名簿です。

フリガナ 氏名 有効期限 所属団体
Michiko Anderson Michiko Anderson 2021/2/22
ｱｲﾊﾞ　ﾐｻｺ 相羽　美紗子 2021/2/22 レジェンド
ｱｵﾀﾆ　ｱﾂｼ 青谷　敦司 2020/6/22 ｵﾘｯｸｽﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ沖縄
ｱｵﾀﾆ　ｼﾞｭﾝｺ 青谷　淳子 2020/6/22 ｵﾘｯｸｽﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀー沖縄
ｱｶﾐﾈ ｱﾂｺ 赤嶺  敦子 2020/11/16 ＴＣラブ
ｱｶﾐﾈ　ｲｻｵ 赤嶺　勲 2020/12/11 テニス教室
ｱｶﾐﾈ　ｻｸﾗ 赤嶺　桜 2020/11/16
ｱｶﾐﾈ ﾕｶﾘ 赤嶺  ゆかり 2021/2/22 サンテニス
ｱｶﾐﾈ　ﾘｷ 赤嶺　力 2021/2/22 TTT
ｱｷﾉ　ｶｽﾞｺ 秋野　和子 2020/11/16
ｱｷﾔﾏ　ｼﾞｭﾝｺ 秋山　純子 2020/11/16 FINE
ｱｹﾞﾅ ｼﾞｭﾝｺ 安慶名  淳子 2020/11/18 ＴＣμ
ｱｻﾄ　ｴﾘｺ 安里　恵理子 2020/11/16 Honey's
ｱｻﾄ　ﾏﾅﾌﾞ 安里　学 2020/10/21
ｱｻﾄ　ﾐﾕ 安里　美優 2020/11/16
ｱｼﾄﾐ　ﾁｮｳｼﾞｭﾝ 安次富　長純 2020/10/19 ＳＴ７
ｱｼﾐﾈ ﾏｻｷ 安次嶺  昌記 2020/10/19 ワープ
ｱﾆﾔ　ﾏｻｷ 安仁屋　政芸 2020/12/12 TCμ
ｱﾆﾔ　ﾘｮｳﾀ 安仁屋　亮太 2021/2/22
ｱﾊｺﾞﾝ　ｸﾐｺ 阿波根　久美子 2020/8/8 テニス教室
ｱﾊﾚﾝ ｼｵﾘ 阿波連　詩織 2021/2/22 沖縄大学
ｱﾗｲ　ｲｸｺ 荒井　郁子 2020/11/17
ｱﾗｲ　ｻｵﾘ 新井　左織 2021/3/16 M&M
ｱﾗｶｷ　ｱｲ 新垣　愛 2020/11/16 ATクラブ
ｱﾗｶｷ ｶｽﾞﾐ 新垣  和美 2020/6/22 チームソレイユ
ｱﾗｶｷ　ｷﾐｺ 新垣　貴実子 2020/11/16 Rask
ｱﾗｶｷ　ｻｸﾗ 新垣　さくら 2020/6/22 靜宜大学
ｱﾗｶｷ ﾋﾃﾞｺ 新垣  秀子 2021/2/22 サタデーズ
ｱﾗｶｷ ﾓﾄｷ 新垣  基 2021/2/22 UTT
ｱﾗｶｷ ﾓﾘｶﾂ 新垣  盛勝 2020/6/22 首里森TC
ｱﾗｶｷ　ﾖｳｺ 新垣　陽子 2020/11/16 Honey's
ｱﾗｶﾜ ﾑﾂｺ 新川  睦子 2020/10/16 ライナーズ
ｱﾗｼﾛ ｵｻﾑ 新城  治 2020/10/19 県庁テニスクラブ
ｱﾗｼﾛ　ﾐﾔﾋﾞ 新城　雅 2021/2/22 ＢＣテニスクラブ
ｲｸ　ﾕｳﾏ 郁　雄真 2020/6/22
ｲｹｸﾞﾁ　ﾄﾓﾕｷ 池口　智幸 2021/2/22 マイペース
ｲｹｸﾞﾁ　ﾏｲｺ 池口　真衣子 2021/3/16 マイペース
ｲｹﾀﾞ　ﾃﾂﾔ 池田　哲也 2020/10/19
ｲｹﾀﾞ　ﾐﾕｷ 池田　美由紀 2021/2/22
ｲｹﾀﾆ　ｻﾕﾘ 池谷　小百合 2021/3/17 チームわくがわ
ｲｹﾊﾗ ｱﾕﾐ 池原　亜由美 2021/2/22 ライナーズ
ｲｹﾊﾗ ｽﾐｴ 池原  純恵 2020/11/19 海邦PTC
ｲｹﾊﾗ　ﾀｸﾐ 池原　巧 2021/2/22 新撰組
ｲｹﾊﾗ　ﾌｷﾉ 池原　富基乃 2021/2/22
ｲｹﾏ　ﾄｼﾉﾌﾞ 池間　利信 2021/2/22 漫友会
ｲｹﾐﾔｷﾞ　ｺｽﾞｴ 池宮城　梢 2020/5/24 テニス教室
ｲｻ　ｼﾝｺﾞ 伊佐　真吾 2020/6/22 ＯＰＣ
ｲｻﾞﾜ　ｼﾝｺﾞ 伊沢　伸悟 2020/10/20 ＢＣテニスクラブ
ｲｼｶﾜ　ｹﾝｼﾞ 石川　賢司 2020/10/19 PPO
ｲｼｶﾜ　ﾄﾓｺ 石川　智子 2021/2/22 グッピー
ｲｼｶﾜ　ﾏｻﾄ 石川  正人 2021/2/22 サンテニス
ｲｼｶﾜ　ﾖｼﾉ 石川　美乃 2020/6/22 JMA沖縄
ｲｼｷ　ﾀﾛｳ 伊敷　太朗 2020/6/22 TC糸満
ｲｼｷ　ﾖｼﾐ 伊敷　好美 2020/6/22 ＴＣ糸満
ｲｼｹﾞ　ﾋﾛﾐ 石毛　大海 2020/10/19 チームさいとう
ｲｼｽﾞ　ﾘｮｳ 石津　諒 2021/3/17 首里森テニス倶楽部
ｲｼﾊﾗ ﾄﾓｺ 石原  トモ子 2020/11/16 チームジェニファー
ｲｼﾐﾈ　ｼﾝﾔ 石嶺　真哉 2020/10/19 PPO
ｲｼﾐﾈ ﾀｶｼ 伊志嶺  隆 2021/2/22 ウェーデルンＴＣ
ｲｼﾐﾈ ﾊﾂﾐ 伊志嶺  初美 2021/2/22
ｲｼﾑﾗ　ﾕｷﾁｶ 石村　幸慎 2020/10/19
ｲｽﾞﾐ　ﾘｮｳｺ 泉　涼子 2020/5/24 テニス教室
ｲｾｷ ｷﾐﾖ 井関  君代 2020/11/16 ふらいでえ
ｲﾄｳ　ﾔｽﾋﾛ 伊藤　康浩 2020/4/28
ｲﾅﾀﾞ　ｴﾘｶ 稲田　江里香 2021/2/22
ｲﾅﾌｸ　ﾏｲｺ 稲福　麻衣子 2020/11/18 グロリオサ
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ｲﾅﾌｸ ﾏﾅﾌﾞ 稲福  学 2021/2/22 ガチンコ
ｲﾅﾐﾈ　ｶｽﾞｷ 稲嶺　一樹 2020/10/19
ｲﾉﾊ　ﾏｷｺ 伊野波　真葵子 2020/11/16 漫友会ストレート
ｲﾊ　ﾐｶｺ 伊波　実花子 2021/2/22
ｲﾊ　ﾐﾎ 伊波　美穂 2020/11/19 ＴＲＹ
ｲﾊ　ﾕｶﾉ 伊波　由佳乃 2020/11/16
ｲﾊ　ﾕｷﾋﾛ 伊波　幸広 2021/3/18 日渡ブートキャンプ
ｲﾊ ﾘﾂｺ 伊波  律子 2020/9/25 若狭ＴＣ
ｲﾏﾉ　ｹﾝﾀ 今野　賢太 2020/10/19 MRS
ｲﾖｼ ｱｷﾗ 伊吉  明 2021/2/22 ザ☆リターン
ｲﾚｲ　ﾙﾐｺ 伊禮　瑠美子 2020/11/16 あかちちTC
ｲﾜﾀ　ｺｳｷ 岩田　浩輝 2021/2/22 ウエンズ
ｲﾜﾌﾞﾁ　ﾕｳｽｹ 岩渕　悠介 2021/2/22 結TC
ｳｴｽﾞ ｱｷﾗ 上江洲  章 2020/12/12 那覇タートル
ｳｴｽﾞ ﾊﾂｴ 上江洲  初枝 2020/11/19 ぷらす
ｳｴｽﾞ ﾏﾅﾌﾞ 上江洌  学 2020/6/22 那覇市役所
ｳｴｽﾞ ﾐﾁｺ 上江洲  道子 2020/8/8 テニス教室
ｳｴｽﾞ　ﾔｽﾌﾐ 上江洲　安史 2020/10/19
ｳｴﾁ　ｴﾘﾅ 上地　江里奈 2021/3/16
ｳｴﾁ　ﾖｳｺ 上地　陽子 2020/6/22 ｵﾘｯｸｽﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ沖縄
ｳｴﾉ　ｹﾝﾀ 上野　健太 2020/10/19 県庁テニスクラブ
ｳｴﾊﾗ　ｶｽﾞﾋﾄ 上原　一仁 2021/3/18 OBCO
ｳｴﾊﾗ　ｹﾝﾀﾛｳ 上原　建太郎 2020/10/19
ｳｴﾊﾗ　ｻﾄﾙ 上原　哲 2020/10/19 PPO
ｳｴﾊﾗ　ｼｭｳｲﾁ 上原　修一 2020/12/12 テニス教室
ｳｴﾊﾗ ｽﾅｵ 上原  直 2021/2/22 げんき歯科
ｳｴﾊﾗ　ﾀｸﾔ 上原　拓也 2020/10/20 ＫＴＯ
ｳｴﾊﾗ　ﾀﾐﾔ 上原　民也 2020/12/12 テニス教室
ｳｴﾊﾗ　ﾅｵﾔ 上原　尚也 2021/2/22
ｳｴﾊﾗ　ﾋﾃﾞｷ 上原　秀樹 2020/4/27
ｳｴﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 上原  博行 2020/10/20 テニス教室
ｳｴﾊﾗ　ﾐｴｺ 上原　美恵子 2020/8/8 テニス教室
ｳｴﾊﾗ　ﾕｳｺ 上原　祐子 2020/11/19 西原早起き会
ｳｴﾊﾗ　ﾖｳﾉ 上原　瑶乃 2020/8/9 テニス教室
ｳｴﾏ　ｶｽﾞﾌﾐ 上間　一史 2020/10/19 チームK
ｳｴﾏ ｼｭｳｼﾞﾛｳ 上間  修二郎 2020/10/19 ＴＴＴ
ｳｻﾞ　ｹｲﾀ 宇座　圭太 2020/10/20 沖縄国際大学
ｳｽﾞﾉ　ﾀﾂﾐ 宇津野　達巳 2020/6/22 ＳＳＳ
ｳﾁﾏ　ﾀﾂｷ 内間　樹 2020/8/9 テニス教室
ｳﾒｷ　ﾄｼﾊﾙ 梅木　寿治 2021/2/22
ｳﾗ　ｶﾔﾉ 宇良　かやの 2020/11/19 ＹＫＣＴ
ｳﾗｻｷ　ﾁﾋﾛ 浦崎　千尋 2021/2/22 Shot
ｳﾗｻｷ ﾅｵｷ 浦崎  直毅 2020/6/22 Ｂｅｅｒ’ｓ
ｳﾗｻｷ　ﾕｲｺ 浦崎　結子 2020/11/16
ｳﾗｻｷ　ﾕｳｺ 浦崎　優子 2020/6/22
ｳﾗｻｷ　ﾖｳﾍｲ 浦崎　陽平 2021/2/22
ｳﾗｻｷ　ﾘﾅｺ 浦崎　利菜子 2021/2/22
ｳﾗｿｴ ﾄﾓﾉﾘ 浦添  朝紀 2021/2/22 ＦＴＣ
ｴﾉﾓﾄ　ｲﾈｺ 榮野元　いね子 2020/12/5 SUNDAYS
ｵ　ｼﾞｭﾖﾝ 呉　周映 2020/8/18 キューピー
ｵｲｶﾜ　ﾀｸﾛｳ 及川　卓郎 2020/5/7 Hobo ITC
ｵｲｶﾜ　ﾄｼｺ 及川　敏子 2020/11/19 チームわくがわ
ｵｵｳﾗ　ﾏｺﾄ 大浦　誠 2020/12/12 テニス教室
ｵｵｷﾞﾐ　ﾁﾅﾐ 大宜見　知波 2021/2/22 OBCO
ｵｵｷﾞﾐ　ﾄﾓﾋﾛ 大宜味　朝博 2020/10/19 沖縄電力
ｵｵｸﾎﾞ　ﾋﾛｼ 大久保　洋 2020/10/19 高カロリーズ
ｵｵｼﾏ ﾋﾛﾐ 大嶋  弘美 2020/11/19 いちごクラブ
ｵｵｼﾏ　ﾘｭｳﾀ 大島　竜太 2020/10/20 MRS
ｵｵｼﾛ ｱｹﾐ 大城  明美 2020/12/11 ＴＣμ
ｵｵｼﾛ　ｱﾔﾉ 大城　文乃 2021/3/17 首里森庭球倶楽部
ｵｵｼﾛ　ｴﾘ 大城　恵理 2020/11/16
ｵｵｼﾛ　ｶﾂﾋｺ 大城　勝彦 2020/10/19 ラッキーTC
ｵｵｼﾛ　ｹﾝ 大城　健 2020/10/20
ｵｵｼﾛ ｼﾉﾌﾞ 大城  しのぶ 2020/11/16 城西テニス
ｵｵｼﾛ　ｼｮｳﾍｲ 大城　祥平 2020/10/19 shot
ｵｵｼﾛ　ｾｲｺﾞ 大城　清吾 2020/10/19
ｵｵｼﾛ　ｾｲﾔ 大城　盛弥 2020/10/19 ちゅうざん病院
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ｵｵｼﾛ　ﾁﾄｾ 大城　ちとせ 2020/6/22 次男連合
ｵｵｼﾛ　ﾃﾂﾔ 大城　徹也 2020/10/19 首里森TC
ｵｵｼﾛ ﾅｵﾕｷ 大城  直行 2021/2/22 チームJoo
ｵｵｼﾛ　ﾋﾄﾐ 大城　人美 2020/6/22 チームわくがわ
ｵｵｼﾛ　ﾐｻﾄ 大城　美里 2020/11/16 ゆいまーるTC
ｵｵﾀ ｶｵﾘ 太田  かおり 2020/11/28 ＴＣμ
ｵｵﾃ　ﾓﾄﾋﾛ 大手　基弘 2020/8/21 TCμ
ｵｵﾆｼ　ｾｲｼﾞ 大西　誠司 2020/4/28 TCμ
ｵｵﾊﾏ　ﾁﾅﾂ 大濱　千夏 2020/11/19 RMTC
ｵｵﾐﾈ　ﾒｸﾞﾐ 大嶺　恵 2020/11/16 ラッキーラビット
ｵｵﾔﾏ　ﾀｶｱｷ 大山　剛明 2021/3/16 OBCO
ｵｵﾔﾏ　ﾘｮｳﾔ 大山　凌弥 2020/10/19 OTK
ｵｶｻﾞｷ ﾏﾕﾐ 岡崎  真由美 2020/11/19 ＧＯ２
ｵｶﾉ　ﾐﾂﾞｷ 岡野　光稀　 2020/10/19 日本郵政
ｵｶﾞﾜ　ｱｷﾗ 小川　顕 2020/10/20
ｵｶﾞﾜ　ﾏﾘｺ 小川　万理子 2020/11/17
ｵｸﾊﾏ ｼﾝｲﾁ 奥濱  真一 2021/3/23 六期会
ｵｸﾊﾗ ﾐﾅｺ 奥原  美奈子 2021/2/22 クラウディ
ｵｸﾋﾗ　ﾋﾋﾞｷ 奥平　響 2021/2/22 グッピー
ｵｻﾞﾜ　ﾏｻﾉﾌﾞ 尾沢　正信 2020/10/19
ｵｼﾞﾏ　ﾁｵﾘ 尾嶋　千織 2020/11/16 FINE
ｵﾔﾄﾞﾏﾘ　ﾌﾐﾖ　 親泊　史代 2020/11/16 琉信ハウジング
ｵﾘﾀ　ｱﾕﾐ 折田　鮎美 2020/11/18 ＴＣμ
ｵﾛｸ　ﾄｵﾙ 小禄　了 2021/2/22 ST７
ｵﾝﾀﾞ　ﾏﾕﾐ 恩田　真弓 2020/11/16 Honey's
ｶｲﾉ　ﾀｶｼ 戒野　嵩 2021/2/22
ｶｶｽﾞ　ｱｽｶ 嘉数　明日香 2021/2/22
ｶｶｽﾞ　ｹﾝﾀ 嘉数　賢汰 2020/10/21 チームK
ｶｶｽﾞ ｾﾂｺ 嘉数  節子 2021/2/22 コスモス
ｶｶｽﾞ ﾋﾛｼ 嘉数  浩 2021/2/22 TCμ
ｶｶｽﾞ ﾐﾂﾖ 嘉数  三代 2021/2/22 チームＫ
ｶｶｽﾞ ﾖｼﾉﾘ 嘉数  好規 2020/10/21 チームK
ｶｶﾞﾔ　ｼｭﾝｼﾞ 加賀谷　俊司 2021/2/22
ｶｷﾉﾊﾅ ｼｭｳｺ 垣花　修子 2020/11/19 ハートフルヒコ
ｶｷﾉﾊﾅ ﾔｽｺ 垣花  保子 2080/2/20 那覇ローン
ｶﾞｼﾞｬ　ﾅｵﾐ 我謝　直美 2020/11/16
ｶﾞｼﾞｬ　ﾖﾘｺ 我謝　より子 2020/11/19 チームわくがわ
ｶﾂﾚﾝ ｻﾄｺ 勝連  智子 2020/11/18 ＴＣ Ｗｅ
ｶﾄｸ　ｱﾂｼ 可徳　篤志 2020/12/10 テニス教室
ｶﾅｲｼ　ﾚｲｺ ｶﾅｲｼ　ﾚｲｺ 2020/11/16
ｶﾞﾅﾊ　ﾐﾅﾐ 我那覇　みなみ 2020/11/19 沖縄大学
ｶﾞﾅﾊ ﾕｷｺ 我那覇  由喜子 2020/11/16
ｶﾞﾈｺ ｹﾝｼﾞ 我如古  健司 2021/2/22 中部三共電気
ｶﾈｼ　ｱｲ 兼次　愛 2020/8/6 クローバー
ｶﾈｼ　ﾘｭｳｽｹ 兼次　竜佑 2020/10/19 Joker
joker
ｶﾏﾀ　ﾐﾅｺ 鎌田　美奈子 2021/2/22 プロバンス
ｶﾐｻﾞﾄ　ｱｷﾗ 神里　明 2020/10/22 ＴＣμ
ｶﾐｻﾞﾄ　ﾓﾓｺ 神里　桃子 2020/6/22
ｶﾐｻﾞﾄ　ﾔｴｺ 神里　八重子 2020/11/18 ＴＣμ
ｶﾐﾀﾞ　ｶｵﾙ 嘉味田　薫 2020/11/17
ｶﾐﾔ ﾀﾓﾂ 神谷  保 2021/2/22 ウッディーズ
ｶﾐﾔ ﾕｳﾅ 神谷  由奈 2020/11/17
ｶﾐﾔﾏ　ﾐｶ 神山　美佳 2020/12/7 城西テニス
ｶﾖｳ ﾉﾘｺ 嘉陽  則子 2020/11/22 TTT
ｶﾖｳﾀﾞ　ｱﾔﾐ 嘉陽田　亜耶美 2080/12/30 あっちゃんず軍団
ｶﾘﾏﾀ　ﾐｻｴ 狩俣　美佐江 2020/11/16 ＴＴＴ
ｶﾜｶﾂ　ｶｵﾘ 川勝　かおり 2020/11/18 かりゆしTC
ｶﾜｶﾐ　ﾐﾂｵ 川上　光男 2020/4/27 県庁テニスクラブ
ｶﾜｼﾏ　ｱﾔｶ 川嶋　綾佳 2020/11/16 首里ロイヤル
ｶﾜﾋﾗ ﾖｼｱｷ 川平  嘉昭 2021/1/3 クラウディ
ｶﾜﾐﾂ ﾀｷｵ 川満  多己雄 2020/4/29 ST7
ｶﾜﾐﾂ　ﾒｸﾞﾐ 川満　めぐみ 2020/11/19 チャンス
ｶﾝﾅ ﾐﾕｷ 漢那　美由紀 2020/11/19 ふぁにーず
ｷｸｻﾞﾜ　ｱﾂｼ 菊沢　敦 2021/2/22 ＭＴＲ
ｷｸｻﾞﾜ　ｻﾁｺ 菊沢　幸子 2021/2/22 TTT
ｷｸﾑﾗ ｲｽﾞﾐ 喜久村  いずみ 2020/11/18 りゅうせき
ｷｼｬﾊﾞ ﾙｲｺ 喜舎場  るい子 2020/11/19 ザ☆リターン
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ｷｾ　ﾕｳｺ 喜瀬　優子 2020/11/16 TCμ
ｷﾀ　ﾘﾝｺ 喜多　倫子 2021/2/22 Venus
ｷﾀﾑﾗ　ｼｭｳｺ 北村　周子 2021/2/22
ｷﾀﾑﾗ　ﾁｴ 北村　千栄 2021/2/22 CANNON-BALL
ｷﾅ　ｹｲｲﾁﾛｳ 喜名　景一朗 2021/2/22 漫友会ストレート
ｷﾅ　ｹｲﾀ 喜名　景太 2020/10/19 MTC
ｷﾅ ﾅﾘｺ 喜納  成子 2020/11/16 ＧＬＥＥ
ｷﾅ ﾋﾄﾐ 喜納  ひとみ 2020/11/19 ライナーズ
ｷﾅ　ﾋﾛｷ 喜納　弘樹 2020/10/20 首里森庭球倶楽部
ｷﾅ ﾏｻﾓﾘ 喜納  政守 2020/10/19 漫坊’S
ｷﾅ　ﾕｶ 喜名　有香 2021/2/22 Shot
ｷﾅ　ﾚﾅ 喜納　玲奈 2020/11/17 りゅうせき
ｷﾞﾌﾞ　ｻﾂｷ 儀部　さつき 2021/2/22
ｷﾞﾎﾞ　ﾏｻﾙ 宜保　勝 2020/10/19 ラッキーTC
ｷﾞﾎﾞ　ﾕｶﾘ 儀保　ゆかり 2020/6/22 TCμ
ｷﾞﾏ　ﾋﾄｼ 儀間　仁 2020/6/22 GTR
ｷﾞﾏ ﾏｷ 儀間  真紀 2021/3/23 チームわくがわ
ｷｬﾝ　ｴﾘｶ 喜屋武　絵里香 2020/11/16
ｷｬﾝ　ｼﾉﾌﾞ 喜屋武  忍 2021/2/21 Ｖａｍｏｓ
ｷｭｳﾅ　ｲﾂｺ 喜友名　いつ子 2021/2/22 プロバンス
ｷｭｳﾅ　ｶｽﾞﾋﾄ 喜友名　和人 2021/2/22 プロバンス
ｷﾖﾔﾏ　ﾄｼﾌﾐ 清山　敏文 2020/10/19
ｷﾝ　ｹﾝﾜ 金武　研和 2020/10/19 PPO
ｷﾝｼﾞｮｳ　ｱﾔﾐ 金城　彩美 2021/2/22
ｷﾝｼﾞｮｳ　ｴﾂｺ 金城　悦子 2020/11/16 グッピー
ｷﾝｼﾞｮｳ　ｶｽﾞﾉﾘ 金城　和範 2020/10/19 PPO
ｷﾝｼﾞｮｳ　ｷﾖﾋｻ 金城　清久 2020/10/19 SKK
ｷﾝｼﾞｮｳ　ｺｳｲﾁﾛｳ 金城　浩一郎 2021/2/22
ｷﾝｼﾞｮｳ　ｽｴﾉ 金城　末乃 2020/11/16
ｷﾝｼﾞｮｳ ﾀﾞｲｺﾞ 金城  太吾 2021/2/22 Ｄａｉ整骨院
ｷﾝｼﾞｮｳ　ﾁﾊﾙ 金城　千春 2021/2/22 Ｄａｉ整骨院
ｷﾝｼﾞｮｳ ﾋｻﾖ 金城  久代 2020/11/16 ヒコ3292
ｷﾝｼﾞｮｳ　ﾌﾐﾔ 金城　史弥 2020/10/20 青少年支流の家
ｷﾝｼﾞｮｳ　ﾐｶ 金城　美佳 2020/11/22 ミルキーウェイ
ｷﾝｼﾞｮｳ　ﾐｻｴ 金城　美佐江 2021/2/22 チームK
ｷﾝｼﾞｮｳ ﾐﾂﾋﾃﾞ 金城  光秀 2020/6/22 マワシゲリ
ｷﾝｼﾞｮｳ　ﾕｶﾘ 金城　由佳里 2020/11/30 TCμ
ｷﾝﾗ　ｼｮｳﾀ 金良　将太 2020/10/20 TCμ
ｷﾝﾗ　ﾀｴｺ 金良　多恵子 2020/11/18 ポラリス
ｸﾞｼ　ｱﾔｺ 具志　文子 2021/3/17
ｸｼ ﾔｽﾋﾛ 久志  安浩 2020/11/22 ＢＲ･ｳｯﾃﾞｨｰｽﾞ
ｸﾞｼｶﾜ　ﾀｶｼ 具志川　隆 2020/10/19 ｳｯﾃﾞｨｰｽﾞ
ｸﾞｼｹﾝ ｹｲｼﾞ 具志堅  恵治 2020/4/28 木漫TC
ｸﾞｼｹﾝ ﾊﾂﾐ 具志堅  初美 2020/11/18 ぷらす
ｸﾞｼｹﾝ ﾏｽﾐ 具志堅  増美 2020/11/21 TTT
ｸﾞｼｹﾝ　ﾘｮｳｺ 具志堅　涼子 2020/11/16 Ａ’Ｓファクトリー
ｸﾄﾞｳ ｴｲｺ 工藤  瑛子 2020/6/22 あかちち
ｸﾆﾖｼ ｻﾄﾐ 国吉  さと美 2020/11/16 ＴＣラブ
ｸﾆﾖｼ　ｼﾝｴｲ 国吉　真栄 2020/6/22 Ｍ＆Ｍ
ｸﾆﾖｼ ﾕﾀｶ 国吉  豊 2021/3/17 首里森庭球倶楽部
ｸﾊﾞ ｻﾄｷ 久場  里貴 2020/10/20 あっちゃんず軍団
ｸﾎﾞ　ﾏﾘｺ 久保　真理子 2020/11/16 Honey's
ｸﾒ ﾔｽﾓﾄ 久米  保源 2021/2/22 チーム マイペース
ｸﾗﾀ　ﾋﾛﾐ 倉田　ひろみ 2021/3/23 TCμ
ｸﾗﾄｳ　ﾐｶ 蔵當　美夏 2021/2/22
ｸﾗﾄｳ　ﾐｶ 蔵當　美香 2020/11/16
ｸﾘﾊﾗ　ｲｸﾔ 栗原　郁哉 2020/10/19
ｸﾞﾝｼﾞﾏ　ﾓｴ 郡島　萌 2021/2/22
ｹﾙﾏ　ﾄﾓｷ 慶留間　智貴 2020/10/20 ACE
ｺｳﾁ　ﾕｳｻｸ 幸地　悠作 2020/10/19
ｺｳﾗ　ﾀｸﾔ 幸良　拓也 2021/2/22
ｺｶﾞ　ﾋﾛﾕｷ 古賀　啓之 2020/10/19
ｺｻｶ　ｹﾝｿﾞｳ 小坂　健三 2020/10/19
ｺｼﾞｬ　ｺｳｲﾁ 古謝　浩一 2020/10/19
ｺｼﾞｬ　ﾄﾓｺ 古謝　智子 2020/11/16 チームリンリン
ｺｼﾞｮｳ ﾀｹｻﾌﾞﾛｳ 湖城  竹三郎 2020/10/21 木漫TC
ｺﾞﾀﾝﾀﾞ ﾊﾙﾐ 五反田  春美 2020/11/16 マリンイレブン
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現在、有効な会員名簿です。

ｺﾊｸﾞﾗ ｼｹﾞｺ 古波蔵  茂子 2020/11/19 ＴＣμ
ｺﾊｸﾞﾗ　ﾘｮｳｺ 古波蔵　涼子 2021/2/22 OBCO
ｺﾊｻﾞﾒ ﾀﾀﾞｱｷ 古波鮫  唯章 2020/10/19 りょう太会
ｺﾊﾂ ｶｽﾞﾑﾈ 小波津  和宗 2021/2/22 Beer's
ｺﾊﾂ ﾀｶｺ 小波津  貴子 2020/11/17 いちごクラブ
ｺﾊﾞﾔｼ　ｱﾕﾐ 小林　あゆみ 2020/11/16 サムディ会
ｺﾊﾞﾔｼ　ﾔﾖｲ 小林　弥生 2021/2/22 Freedom
ｺﾐﾈ ﾕｳｺ 小嶺  裕子 2021/2/22 ＫＫＫＴ
ｺﾒｽ　ｷﾖﾍｲ 米須　清平 2020/10/19
ｺﾒｽ　ｾｲｲﾁﾛｳ 米須　清一郎 2020/8/6 テニス教室
ｺﾞﾔ ﾅｵｺ 呉屋  尚子 2020/8/9 テニス教室
ｺﾔﾅｷﾞ　ｸﾆﾋｺ 小柳　邦彦 2021/2/22 チーム入谷
ｺﾝﾄﾞｳ　ｶﾂﾄｼ 近藤　勝敏 2020/4/28 木漫ＴＣ
ｺﾞﾝﾄﾞｳ　ｼｮｳ 權藤　丞 2020/10/20 MRS
ｻｲﾄｳ　ﾀｶｼ 齋藤　隆司 2021/2/22 日渡ﾌﾞｰﾄｷｬﾝﾌﾟ
ｻｲﾄｳ　ﾄﾓﾕｷ 斉藤　友之 2020/6/22 テレコムテニスクラブ
ｻｶｲ ﾋﾛｼ 酒井  博史 2020/4/28 Ｔ－ｏｎｅ
ｻｶｷﾀﾞ　ﾋﾛｼ 榊田　浩 2020/10/19 首里森庭球倶楽部
ｻｶﾀ　ﾌﾞﾝﾛｸ 坂田　文六 2021/2/22 BUN SIX
ｻｶﾓﾄ　ｹｲｺ 坂本　恵子 2020/12/13 テニス教室
ｻｶﾓﾄ　ﾖｼﾋﾃﾞ 坂本　嘉秀 2020/10/19
ｻｶﾞﾜ　ｻﾔｶ 佐川　清香 2021/1/6 テニス教室
ｻｷﾊﾏ ﾅﾘｺ 崎濱  也子 2020/11/18 ＹＹテニス
ｻｸｶﾞﾜ ｷｮｳｺ 佐久川  京子 2020/11/17 ＴＣμ
ｻｸｶﾞﾜ ﾐﾖｺ 佐久川  美代子 2021/2/22 フリーダム
ｻｸﾀ ﾒｸﾞﾐ 佐久田  めぐみ 2020/11/18 チーム入谷
ｻｸﾏ　ﾀﾂｵ 佐久間　辰夫 2020/10/19 MRS
ｻｻｷ　ﾀﾂﾐ 佐々木　辰美 2020/11/19
ｻﾄｳ　ｻﾕﾘ 佐藤　小百合 2021/2/22
ｻﾄｳ　ｻﾜｺ 佐藤　佐和子 2021/2/22
ｻﾄｳ　ﾄﾓﾕｷ 佐藤　友之 2021/2/22 ＳＳＳ
ｻﾄｳ　ﾐﾅﾂ 佐藤　美夏 2020/11/17 Ｊクラブ
ｻﾄﾞﾔﾏ ｾﾂｺ 佐渡山  節子 2020/11/17 TCWe
ｻﾞﾔｽ ｱｹﾐ 座安  明美 2020/11/17 ちむちむ
ｻﾜﾆｼ ｱｷﾋﾄ 澤西　章仁 2020/10/19
ｼｵﾋﾗ　ﾁｱｷ 潮平　千秋 2021/2/22
ｼﾌﾞﾔ　ﾕｳｽｹ 渋谷　祐介 2020/6/22 県総ナイターTC
ｼﾏ　ﾐﾚｲ 島　美玲 2020/11/17 ポラリス
ｼﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ 島田  理 2020/6/22 （株）琉信ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ
ｼﾏﾌﾞｸﾛ　ｱｶﾘ 島袋　あかり 2021/2/22 Shot
ｼﾏﾌﾞｸﾛ　ｶﾘﾝ 島袋　夏鈴 2021/2/22
ｼﾏﾌﾞｸﾛ　ｺｳｼﾞ 島袋　光司 2020/10/19
ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｻﾁﾖ 島袋  幸代 2020/11/19 ＴＣμ
ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｻﾖｺ 島袋  小夜子 2020/11/17 ＳＴＳ
ｼﾏﾌﾞｸﾛ　ﾉﾘｺ 島袋  典子 2020/11/18 Tcwe
ｼﾏﾌﾞｸﾛ　ﾋﾛﾄ 島袋　広人 2020/10/21
ｼﾏﾌﾞｸﾛ　ﾏﾘｺ 島袋　麻梨子 2020/11/16
ｼﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾖ 島本  和代 2020/12/16 TCμ
ｼﾐｽﾞ　ﾀﾞｲﾁ 清水　大地 2020/10/20 MTC
ｼﾐｽﾞ　ﾊﾙﾅ 清水　春奈 2021/2/22
ｼﾑﾗ ﾏｻｴ 志村  昌枝 2020/11/19 TCμ
ｼﾓｶﾜﾗ　ﾐﾂｴ 下川原　光恵 2020/11/16
ｼﾓｻﾞﾄ ﾖﾘｺ 下里  より子 2021/2/22 ちむちむ
ｼﾓｻﾞﾄ　ﾘｻ 下里　梨紗 2021/2/22 チームK
ｼﾓｼﾞ ｶｽﾞﾖｼ 下地  一芳 2020/10/19
ｼﾓｼﾞ ﾀｶｺ 下地  孝子 2020/11/18 スーン
ｼﾞｮﾝ　ｶﾙﾛ　ﾛｻﾙ ｼﾞｮﾝ　ｶﾙﾛ　ﾛｻﾙ 2020/8/8 テニス教室
ｼﾛﾏ　ｱﾐ 城間　安美 2021/2/22
ｼﾛﾏ ｶﾖｺ 城間  加代子 2020/11/18 水玉会
ｼﾛﾏ ｾｲｼﾝ 城間  盛伸 2021/2/22 チャレンジ
ｼﾛﾏ　ﾐｽﾞﾓ 城間　瑞萌 2020/11/19 ＲＭＴＣ
ｼﾛﾏ ﾔｴｺ 城間  八重子 2080/10/25 フォスター
ｼﾞﾝ　ｸﾐ 神　久美 2020/11/17 テニス教室
ｼﾝｻﾞﾄ　ｶｵﾘ 新里　佳央里 2020/6/22 チームわくがわ
ｼﾝｻﾞﾄ ﾁｴﾐ 新里  千恵美 2021/3/17 Babysteps
ｼﾝｼﾞｮｳ ﾀｶｼ 新城  隆 2021/2/22 チームＪｏｏ
ｼﾝﾓﾄ　ｱﾔﾉ 新本　綾乃 2020/11/18 RMTC
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現在、有効な会員名簿です。

ｼﾝﾓﾄ　ｼﾞｭﾅ 新本　樹奈 2020/11/16 首里森庭球倶楽部
ｽｴﾖｼ　ﾊﾂﾐ 末吉　初美 2020/11/16 Honey's
ｽｴﾖｼ　ﾐﾂﾞｷ 末吉　みづき 2021/2/22 ガチンコ
ｽｶﾞﾏ　ﾕｷｴ 洲鎌　雪恵 2020/11/17 Team先島
ｽｶﾞﾜﾗ　ﾁｽﾞｺ 菅原　千鶴子 2020/11/16
ｽｽﾞｷ　ﾉﾉｶ 鈴木　野々香 2020/11/19 ＲＭＴＣ
ｽｽﾞｷ　ﾋﾛﾕｷ 鈴木　裕之 2021/2/22 M&M
ｽｽﾞｷ　ﾋﾛﾖｼ 鈴木　宏佳 2020/10/19
ｽﾀﾞ　ﾏﾐｺ 須田　真美子 2021/3/17 MIUMIU
ｽﾄﾞｳ ﾂｷﾞｺ 須藤  つぎ子 2020/11/19 ウッディーズ
ｽﾅｶﾞﾜ　ｱｲｶ 砂川　愛香 2021/3/21 ＯＰＣ
ｽﾅｶﾞﾜ ｻﾁｺ 砂川  幸子 2021/2/22 TTT
ｽﾅｶﾞﾜ　ﾁｶﾗ 砂川　力 2021/2/22 TCμ
ｽﾅｶﾞﾜ　ﾏｻﾔ 砂川　雅哉 2020/4/28 AshirisTC
ｽﾅｶﾞﾜ ﾐﾜｺ 砂川  美和子 2020/11/16 Vamos
ｾｲﾓﾘ ｼｹﾞｵ 生盛  重夫 2020/6/22 FIVE FANTASISTA
ｾｷ　ﾏｻｷ 碩　雅樹 2020/10/19
ｾﾄ　ﾊﾙﾅ 瀬戸　春菜 2020/11/18 RMTC
ｾﾗｶﾞｷ　ﾐｶ 瀬良垣　美賀 2020/6/22 フリーダム
ｾﾝﾉ　ｹﾝ 仙野　健 2021/2/22
ｾﾝﾉ　ﾖｼﾐ 仙野　由美 2020/11/16
ﾀｲﾗ　ｱｷｺ 平良　明子 2020/12/13 テニス教室
ﾀｲﾗ　ｴﾘｺ 平良　英里子 2020/11/17 RMTC
ﾀｲﾗ　ｶﾅｺ 平良　香菜子 2020/11/17 マイペース
ﾀｲﾗ　ｶﾝﾅ 平良　栞奈 2020/11/22 Ｒａｓｋ
ﾀｲﾗ ｻﾄｼ 平良  悟 2020/6/22 大同火災
ﾀｲﾗ ｻﾄﾐ 平良  聡美 2020/6/22 ＨＥＭＴＥＣ
ﾀｲﾗ　ﾄｵﾙ 平良　徹 2020/10/21 TCμ
ﾀｲﾗ　ﾋﾛｷ 平良　宏樹 2020/10/21 TCμ
ﾀｲﾗ　ﾋﾛｼ 平良　比呂志 2021/2/22 うめちゃんづ
ﾀｲﾗ　ﾏｽﾐ 平良　真寿美 2020/11/19
ﾀｲﾗ　ﾕｳﾄ 平良　祐人 2020/10/19
ﾀｶｴｽ ｼﾝﾔ 高江洲  真也 2021/2/22 MGD
ﾀｶｴｽ　ﾀｸﾐ 髙江洲　拓実 2020/10/20 沖縄国際大学
ﾀｶｴｽ ﾘｭｳﾀ 高江洲  隆太 2021/2/22 サンクラブ
ﾀｶｼﾏ　ﾅｷﾞｻ 高嶋　なぎさ 2020/11/18 TCμ
ﾀｶﾀﾞ ｱｷﾋｺ 高田  明彦 2020/10/20 新都心倶楽部
ﾀｶﾉ　ﾐﾁｴ 高野　三知恵 2020/11/16
ﾀｶﾊｼ　ﾋﾅｺ 高橋　日向子 2020/11/16 ステップ
ﾀｶﾊｼ　ﾋﾛｺ 高橋　裕子 2020/11/19 TCμ
ﾀｶﾏﾂ　ﾘｭｳｼﾞ 高松　隆二 2021/2/22
ﾀｶﾐﾈ　ｷﾖﾐ 高嶺　清美 2020/12/5 SUNDAYS
ﾀｶﾗ　ﾄｼｵ 高良　敏男 2020/4/28 チーム入谷
ﾀｶﾗ ﾉﾘｺ 高良  紀子 2020/11/19 ファニーズ
ﾀｶﾗ ﾋﾄｼ 多嘉良  斉 2020/10/19 県庁テニスクラブ
ﾀｶﾗ　ﾐﾁｺ 高良　道子 2021/3/17 チーム石川
ﾀｶﾗ ﾘﾂｺ 高良  律子 2020/11/27 いちごクラブ
ﾀｷｸﾞﾁ　ｼﾝﾔ 瀧口　真也 2020/12/10 テニス教室
ﾀｹﾀﾞ ｻﾄｼ 武田　智 2020/10/20 県庁テニスクラブ
ﾀｹﾀﾞ　ﾔｽｼ 武田　康 2020/10/19 首里森テニス倶楽部
ﾀｹﾆｼ ｿﾉｺ 嵩西  園子 2021/3/19 いちごクラブ
ﾀｹﾓﾄ　ﾐﾁｴ 竹本　亨恵 2021/2/22 ベアーズ・μ
ﾀｹﾓﾄ　ﾖｼﾏｻ 竹本　幸正 2021/2/22 ＴＣμ
ﾀﾃﾂ ｶｽﾞﾖ 立津  和代 2021/2/22 チームＪｏｏ
ﾀﾅｶ　ｹｲｺ 田中　恵子 2020/11/16
ﾀﾅｶ　ﾀｹｼ 田中　毅 2021/2/22
ﾀﾅｶ　ﾄｼﾉﾘ 田中　俊憲 2021/2/22 もずく
ﾀﾅｶ　ﾋﾄﾐ 田中　一美 2021/2/22 Freedom
ﾀﾅｶ　ﾕﾐｺ 田中　由美子 2021/2/22 ウェーデルンTC
ﾀﾅﾊﾗ ｻｶｴ 棚原  栄 2021/2/22 チームJOO
ﾀﾅﾊﾗ　ﾋｻｼ 棚原　久 2020/8/6 テニス教室
ﾀﾆｶﾞﾜ　ﾏｻｶﾂ 谷川　将勝 2020/10/19
ﾀﾆﾅｶﾀﾞ　ﾅﾅｺ 谷中田　那々子 2020/6/22 ＡＴクラブ
ﾀﾆﾅｶﾀﾞ　ﾋﾛｷ 谷中田　洋樹 2021/2/22
ﾀﾊﾞ　ﾐﾁｺ 田場　美智子 2020/11/17 宮城TC
ﾀﾏｴ ｶｽﾞﾔｽ 玉江  和泰 2020/10/19 毎日ＴＣ
ﾀﾏｷ　ｻﾔﾉ 玉城　沙耶乃 2021/2/22
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ﾀﾏｷ　ｼｮｳﾍｲ 玉城　翔平 2020/11/9
ﾀﾏｷ　ﾁﾉﾌﾞ 玉城  千伸 2020/11/16 いちごクラブ
ﾀﾏｷ ﾖｼﾋｻ 玉城  義久 2020/10/20 ラッキーTC
ﾀﾏｼﾛ　ｷﾖﾀｶ 玉城　清高 2020/12/13 テニス教室
ﾀﾏｼﾛ ﾖｼｱｷ 玉城  善章 2020/6/22 チームK
ﾀﾏﾅﾊ ﾋﾛｼ 玉那覇  浩 2021/2/22 ＴＴＴ
ﾀﾏﾖｾ　ｶｵﾘ 玉代勢　香織 2020/11/17 Team先島
ﾀﾏﾖｾ　ﾀｶﾔ 玉寄　貴也 2020/10/19 Shot
ﾀﾏﾖｾ　ﾄﾑ 玉寄　十夢 2021/2/22
ﾀﾏﾖｾ　ﾉﾘｺ 玉寄　紀子 2020/11/16 GG美浜
ﾀﾑﾗ　ｷﾐｴ 田村　貴美恵 2020/11/16
ﾀﾑﾗ　ﾁﾋﾛ 田村　知大 2021/2/22 チームK
ﾀﾗﾏ　ﾘｻ 多良間　理沙 2021/2/22
ﾁﾅ ｷｮｳｺ 知名  恭子 2020/11/10
ﾁﾈﾝ　ｱｽｶ 知念　明日香 2020/6/22 琉球大学
ﾁﾈﾝ ｼｹﾞﾐ 知念  茂美 2020/11/17 A's FACTORY
ﾁﾈﾝ　ｼﾝｼｮｳ 知念　辰祥 2020/10/19 あっちゃんず軍団
ﾁﾈﾝ ｾｷﾔ 知念  績也 2020/10/20 チームTK
ﾁﾈﾝ ﾉﾌﾞｵ 知念  信男 2020/10/19 チームわくがわ
ﾁﾈﾝ　ﾐﾜ 知念　美和 2020/11/18 SUNDAYS
ﾁﾈﾝ　ﾖｼｴ 知念　芳恵 2020/11/16 YKCT
ﾁﾊﾞﾅ　ﾄﾓｷ 知花　朋樹 2020/10/19 TTT
ﾂｼﾞﾓﾄ　ﾘｭｳﾓﾝ 辻本　龍門 2021/2/22 CANNON-BALL
ﾃﾙﾔ　ｴﾘｺ 照屋　江梨子 2021/2/22 BTC
ﾃﾙﾔ　ｶｽﾞﾕｷ 照屋　和幸 2021/2/22 ｳｪｰﾃﾞﾙﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
ﾃﾙﾔ ｹﾝｼﾞ 照屋  兼司 2020/10/21 セントラルスポーツ
ﾃﾙﾔ　ﾁｮｳﾒｲ 照屋　朝明 2021/2/22 名護グリーンクラブ
ﾃﾙﾔ　ﾐﾅｺ 照屋　美奈子 2020/11/16 HTJ
ﾃﾙﾔ　ﾔｽｼ 照屋　康 2020/10/19
ﾃﾙﾔ　ﾕﾁｶ 照屋　唯智佳 2021/2/22
ﾃﾙﾔ　ﾘﾉ 照屋　梨乃 2021/2/22
ﾃﾞﾝﾀﾞ　ﾐﾜ 伝田　未和 2020/6/22
ﾃﾞﾝﾀﾞ　ﾘｮｳｽｹ 伝田　良亮 2020/6/22
ﾄｳｹﾞｲ　ｺｳﾖ 東迎　高誉 2021/2/22
ﾄｳｹﾞｲ　ﾏｻﾄ 東迎　暢人 2020/10/19
ﾄｳﾊﾞﾙ ﾊﾙﾐ 桃原  春美 2020/11/19 チームジェニファー
ﾄｳﾒ　ｼﾝｼﾞ 當銘　進次 2020/10/20
ﾄｳﾔﾏ　ﾀｷｺ 當山　田岐子 2020/11/18 スーン
ﾄｶｼｷ ﾖｼﾋﾛ 渡嘉敷  義浩 2020/10/19 那覇ローン
ﾄｸﾀﾞ　ﾙｲ 徳田　留衣 2020/11/16
ﾄｸﾞﾁ　ｶﾖｺ 渡久地　香代子 2020/12/13 テニス教室
ﾄｸﾞﾁ　ﾖｼﾄ 渡口　良人 2020/10/19 PPO
ﾄｸﾅｶﾞ　ｼｮｳｺ 徳永　章子 2080/12/16 首里ロイヤル
ﾄｸﾅｶﾞ ﾅﾘｺ 徳永  成子 2020/11/20 ロイヤル
ﾄｸﾅｶﾞ ﾏｽﾐ 徳永  増美 2020/11/22 ＲＥＣ
ﾄｸﾓﾄ　ﾕｳｼﾞ 徳元　裕司 2021/2/22 STA
ﾄｸﾔﾏ ﾓﾘﾕｷ 渡久山  盛之 2020/10/19 次男連合
ﾄｸﾗ　ﾐﾉﾙ 都倉　稔 2020/6/22 ＨＥＭＴＥＣ
ﾄｹｼ ｱｷﾗ 渡慶次  明 2020/10/20 ラッキーTC
ﾄﾅｷ　ﾖｳｲﾁ 渡名喜　庸市 2020/10/19
ﾄﾅｷ　ﾖｳﾀ 渡名喜　庸太 2020/10/19 MTC
ﾄﾐﾅｶﾞ　ｹﾝｼﾞ 富永  健司 2020/6/22 STEP
ﾄﾐﾔﾏ　ﾃﾙｵ 富山　輝夫 2020/10/20 セントラル
ﾄﾓﾖｾ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 友寄  英和 2020/10/19 城西テニス
ﾄﾓﾖｾ　ﾘｭｳﾃﾂ 友寄　隆鉄 2021/2/22
ﾄﾖｶﾜ　ｶﾖｺ 豊川　香世子 2020/11/17 Team先島
ﾄﾖｶﾜ　ﾅｶﾞﾖｼ 豊川　永佳 2020/10/20 六期会
ﾄﾖﾋﾗ　ﾏｻﾐ 豊平　正美 2020/11/19 TCμ
ﾅｲﾄｳ　ﾏｻﾐ 内藤　雅実 2021/2/22 アスター
ﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 名嘉  寛之 2020/10/19 県庁テニスクラブ
ﾅｶ　ﾔｽｼ 名嘉　康 2020/10/19
ﾅｶｴ　ﾓﾄｺ 中江　素子 2020/11/16 TCμ
ﾅｶｵ　ｹｲｺ 仲尾　恵子 2020/11/19
ﾅｶｻﾞﾄ ｻﾅｴ 仲里  早苗 2020/11/17 チームリンリン
ﾅｶｻﾞﾄ　ﾅﾂｺ 仲里　奈津子 2020/12/13 テニス教室
ﾅｶｻﾞﾄ　ﾉﾘｱｷ 仲里　徳晃 2021/3/16 名護グリーンクラブ
ﾅｶｻﾞﾄ　ﾊﾙﾅ 仲里　春奈 2020/11/16
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ﾅｶｻﾞﾄ　ﾐｷｺ 仲里　美紀子 2021/2/22
ﾅｶｼﾏ ｶﾂﾐ 中島  克己 2021/2/22 FTC
ﾅｶｼﾏ　ｻﾕﾐ 中島　佐由美 2020/11/19 ファイン
ﾅｶﾞｼﾏ　ﾏﾕｺ 長島　真唯子 2020/12/12 テニス教室
ﾅｶｿﾈ　ｴﾂｺ 仲宗根　悦子 2020/12/5 ポラリス
ﾅｶｿﾈ　ｶｽﾞﾐ 仲宗根　一美 2020/11/18 伊集ＴＣ
ﾅｶﾞﾀ　ｹｲﾀﾛｳ 長田　圭太郎 2021/2/22 OBCO
ﾅｶﾀﾞ　ﾐｻｵ 仲田　操 2021/2/22 チームTRY
ﾅｶﾁ　ﾐﾕｷ 仲地　みゆき 2020/11/17 Team先島
ﾅｶﾞﾄﾞｳ ﾖｼｺ 長堂　芳子 2020/11/17 チームＪｏｏ
ﾅｶﾆｼ ｻﾅｴ 仲西  早苗 2022/2/21 Flower*F
ﾅｶﾊﾗ ｲﾁｺ 中原  一子 2020/11/16 ＴＣラブ
ﾅｶﾏ　ﾐｻｺ 仲間　美佐子 2021/2/22
ﾅｶﾏ ﾐｻﾖ 仲間  美佐代 2021/2/22 スカーレット
ﾅｶﾏ　ﾐﾔｺ 仲間　美也子 2021/3/21 ＯＰＣ
ﾅｶﾏ ﾕｷｺ 仲間  由起子 2020/11/17 Ｆｉｎｅ
ﾅｶﾏ ﾖｼｷ 仲間  良樹 2021/2/22 J1
ﾅｶﾏ　ﾖｼﾉﾌﾞ 仲間　由信 2020/10/19 首里森庭球倶楽部
ﾅｶﾏﾀ　ｱﾕﾐ 仲俣　愛裕実 2020/6/22 チーム外間一家
ﾅｶﾏﾀ ﾕﾐ 仲俣  由美 2020/11/17 チームジェニファー
ﾅｶﾏﾂ　ｽｸﾞﾙ 仲松　卓 2020/6/22 JMA沖縄
ﾅｶﾞﾐﾈ　ｱﾂﾈ 長嶺　厚音 2020/11/19 チームわくがわ
ﾅｶﾞﾐﾈ　ｻﾁｺ 長嶺　幸子 2020/8/9 テニス教室
ﾅｶﾞﾐﾈ ﾄﾓｺ 長嶺  朋子 2020/11/18 TTT
ﾅｶﾐﾈ　ﾐｵ 仲嶺　澪 2020/11/20 RMTC
ﾅｶﾑﾗ　ｱﾔｺ 中村　文子 2020/11/19
ﾅｶﾑﾗ　ｲﾀﾙ 仲村　到 2021/2/22
ﾅｶﾑﾗ ｸﾐｺ 仲村  久美子 2020/11/18 FiveFantasisuta
ﾅｶﾑﾗ　ｼｭﾝｲﾁ 仲村　俊一 2020/10/19 首里森庭球倶楽部
ﾅｶﾑﾗ　ｼｮｳ 中村　翔 2020/10/19 Shot
ﾅｶﾑﾗ　ﾀｸ 仲村　卓 2020/10/19 Shot
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾓﾂ 中村  保 2021/2/22 Ｂｅｅｒ’ｓ
ﾅｶﾑﾗ　ﾐﾉﾙ 中村　稔 2021/3/17 首里森庭球倶楽部
ﾅｶﾓﾄ ﾉﾘｺ 仲本  典子 2021/2/22 プロバンス
ﾅｶﾔﾏ ｱｹﾐ 中山  明美 2020/11/22
ﾅｶﾔﾏ ﾐﾉﾙ 中山  実 2021/2/21
ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ　ｱｷﾋﾄ 仲村渠　明人 2020/10/19
ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ　ｻﾕﾘ 仲村渠　さゆり 2020/11/20 Fine
ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ　ﾘｮｳ 仲村渠　諒 2020/10/19 MTC
ﾅｼﾛ ｱｷﾋｺ 名城  彰彦 2020/10/19 あっちゃんず軍団
ﾅｼﾛ　ｶｽﾞﾅ 名城　政奉 2021/3/16 首里森庭球倶楽部
ﾅｼﾛ　ﾂﾅｷ 名城　綱基 2021/2/22 一球会
ﾅｼﾛ　ﾔｽﾏｻ 名城　康昌 2020/10/19 とくいち
ﾅﾗ　ﾕｷｺ 奈良　悠貴子 2020/11/16
ﾅﾗ　ﾖｼﾃﾙ 奈良　美輝 2021/2/22 チームわくがわ
ﾅﾙｾ　ﾁｴﾐ 成瀬　千絵美 2021/2/22 ＣＡＮＮＯＮ－ＢＡＬＬ
ﾅﾜｼﾛ ﾁｴｺ 苗代  千恵子 2020/11/16 TCラブ
ﾆｲﾓﾄ　ｹﾝﾄ 新本　健人 2020/10/19 首里森庭球倶楽部
ﾆﾉﾐﾔ　ｼｮｳｺ 二宮　祥子 2020/11/17 チーム入谷
ﾇﾏﾀ　ﾐﾂｴ 沼田　光恵 2020/12/1 ガチンコ
ﾈﾏ　ｼﾉﾌﾞ 根間　しのぶ 2020/11/16 Team先島
ﾉｳﾔ　ﾋﾛｼ 納谷　裕 2020/10/19
ﾉｸﾞﾁ ｲｻﾑ 野口  勇 2020/10/19 MRS
ﾉｸﾞﾁ　ｻﾂｷ 野口　五月 2020/6/22 チームわくがわ
ﾉｻﾞｷ　ﾁﾎ 野崎　千穂 2020/11/16 ＲＭＴＣ
ﾉﾀﾞ　ｹﾝｲﾁﾛｳ 野田　健一郎 2020/10/19 チームK
ﾉﾅｶ　ｶﾂﾐ 野中　勝美 2020/6/22 陸自那覇
ﾊｻﾞﾏ　ﾋﾛｱｷ 玻座真　博明 2020/10/22 ＴＣμ
ﾊｻﾞﾏ　ﾋﾛﾐ 玻座真　比路美 2021/3/17
ﾊｼﾓﾄ　ﾜﾀﾙ 橋本　亘 2021/2/22 ウェーデルンＴＣ
ﾊｾﾉ　ﾌﾞﾝｺﾞ 長谷野　文吾 2020/8/6 テニス教室
ﾊﾀﾞ　ｼﾝｲﾁﾛｳ 波田　真一郎 2020/12/10 テニス教室
ﾊﾁﾐﾈ　ﾀｹｼ 鉢嶺　孟 2020/10/19
ﾊﾅｼﾛ ｴﾐｺ 花城  恵美子 2020/12/10 まーる
ﾊﾏﾀﾞ　ｱｷﾖ 濱田　明世 2020/11/18
ﾊﾔｾ ﾓﾄｺ 早瀬  元子 2020/11/19 遊フォルビア
ﾊﾗ　ｱﾂｼ 原　篤史 2021/2/22 チャンス
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ﾊﾗ ｱﾝﾘ 原  杏里 2021/2/22 チャンス
ﾊﾗ ﾐﾄﾞﾘ 原  美登利 2021/2/22 首里森庭球倶楽部
ﾋｵｷ ｺｳｲﾁ 日置  耕一 2021/2/22 あっちゃんず軍団
ﾋｵｷ　ｼﾅﾉ 日置　姿乃 2021/2/22 あっちゃんず軍団
ﾋｶﾞ　ｱﾕﾑ 比嘉　歩 2020/6/22 StarPlayer
ﾋｶﾞ　ｶｽﾞｷ 比嘉　一貴 2020/10/19 Crew
ﾋｶﾞ　ｶﾅﾒ 比嘉　要 2020/10/19 W.S
ﾋｶﾞ ｸﾆｺ 比嘉  邦子 2020/11/16 Honey's
ﾋｶﾞ ｹﾝｼﾝ 比嘉  憲信 2020/6/22
ﾋｶﾞ　ｹﾝﾀ 比嘉　健太 2020/10/19
ﾋｶﾞ　ｼｽﾞﾖ 比嘉　志津代 2020/11/16 GG美浜
ﾋｶﾞ ｼﾞｭﾝ 比嘉  淳 2020/10/19 チムドンドン
ﾋｶﾞ　ｼｮｳﾀ 比嘉　将太 2020/10/19 沖電TC
ﾋｶﾞ ｾｲｺ 比嘉  聖子 2020/11/17 Vamos
ﾋｶﾞ　ﾁｱﾘ 比嘉　智愛里 2020/11/19 リュウセキ
ﾋｶﾞ　ﾃﾂｼﾞ 比嘉　哲二 2020/6/22 ｱｳﾞｧﾝﾃｨ庭球倶楽部
ﾋｶﾞ ﾄﾐｺ 比嘉  トミ子 2020/11/16 サザンストーン
ﾋｶﾞ　ﾅﾅｴ 比嘉　奈々絵 2020/11/16 FIVE FANTASISTA
ﾋｶﾞ　ﾅﾙﾋﾄ 比嘉　成人 2020/4/28 NALDA
ﾋｶﾞ　ﾏｻｱｷ 比嘉　允顕 2020/10/19 特進ファイターズ
ﾋｶﾞ ﾏｻﾀｶ 比嘉  正孝 2020/10/20 ウッディーズ
ﾋｶﾞ ﾏﾘ 比嘉  万里 2021/2/22
ﾋｶﾞ　ﾐｶ 比嘉　美香 2021/2/22
ﾋｶﾞ　ﾐｶ 比嘉　美佳 2021/2/22 はにんす
ﾋｶﾞ　ﾐﾂｸﾆ 比嘉　光国 2020/6/22 漫友会
ﾋｶﾞ　ﾐﾅﾐ 比嘉　みなみ 2021/2/22 嘉手納基地
ﾋｶﾞ　ﾕｳｼﾞ 比嘉　祐二 2020/10/19 0-40
ﾋｶﾞ ﾕｷｵ 比嘉  由紀夫 2020/6/22 ロイヤルTE
ﾋｺﾞ　ﾏﾕﾐ 肥後　真由美 2020/11/16
ﾋｻﾉ　ｻﾄｼ 久野　敏 2020/10/19
ﾋﾔﾈ ﾅﾙﾄｼ 比屋根  成利 2021/2/22 浦添高校職員
ﾋﾖｼ　ｵｻﾑ 日吉　修 2020/10/19 ＭＮＥ
ﾋﾗｶﾜ ﾅｵﾐ 平川  直美 2021/2/22 ＴＴＴ
ﾋﾗﾀ ｼﾞｭﾝ 平田  淳 2020/10/19 ぷらす
ﾋﾗﾀ ﾀﾂﾔ 平田  達也 2021/1/4 ＴＣμ
ﾋﾗﾀ ﾅｵﾔ 平田  直也 2020/10/19 ＴＣ ＹＵＩ
ﾌｸｻﾞﾄ ﾖｼｱﾂ 福里  芳篤 2020/10/19 漫友会
ﾌｸｻﾞﾄ ﾘｮｳｺ 福里  涼子 2020/11/17 チャレンジ
ﾌｼﾞﾀ　ｶｵﾘ 藤田　香織 2021/2/22 TeamTRY
ﾌｼﾞﾜﾗ　ｾｲｺﾞ 藤原　聖悟 2021/2/22
ﾌﾃﾝﾏ　ﾄﾓﾀｶ 普天間　朝昂 2021/2/22
ﾎｶﾏ ﾏｻｷ 外間  正樹 2021/3/17 あっちゃんず軍団
ﾎｶﾏ　ﾔｽｷ 外間　安葵 2020/10/19 PPO
ﾎｶﾏ ﾔｽﾌﾐ 外間  安史 2020/10/19 あっちゃんず軍団
ﾎｼﾉ　ﾃﾙﾕｷ 星野　輝之 2020/6/22 TCμ
ﾎﾝﾎﾞｳ　ﾐｷｺ 本坊　美喜子 2020/11/19 ＲＭＴＣ
ﾏｴｶﾜ　ｹﾝ 前川　健 2021/2/22
ﾏｴｶﾜ　ｽｴﾐ 前川　末美 2020/11/16 伊集ＴＣ
ﾏｴｶﾜ　ﾋﾛｷ 前川　浩樹 2020/10/19 ラッキーTC
ﾏｴｷ　ｼﾉ 前木　紫乃 2020/6/22 ｵﾘｯｸｽﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ沖縄
ﾏｴｼﾛ　ｻﾂｷ 真栄城　さつき 2020/11/19 宮城ＴＣ
ﾏｴｼﾛ ｼﾞｭﾝｼﾞ 真栄城  淳二 2021/2/22 Ｍ’Ｓ
ﾏｴｼﾛ　ﾀｶｼ 真栄城　嵩 2080/2/18 結TC
ﾏｴﾄﾞﾏﾘ ﾊｼﾞﾒ 前泊  肇 2020/10/19 キャッスルＴＣ
ﾏｴﾅｶ ｷﾖﾐ 前仲  清美 2020/11/18 ザ☆リターン
ﾏｴﾉ　ｼﾝﾔ 前野　信哉 2021/2/22 HTJ
ﾏｴﾉ　ﾁｴ 前野　智絵 2020/11/17 HTJ
ﾏｼﾞｷﾅ ﾋﾛｼ 真境名  啓 2020/10/21 チームＪｏｏ
ﾏﾀﾖｼ ﾋﾛｼ 又吉  弘 2021/2/22 0-40
ﾏﾀﾖｼ ﾏｻﾋﾛ 又吉  政弘 2021/2/22 マイペース
ﾏﾀﾖｼ ﾕﾐ 又吉  由美 2020/11/19 マイペース
ﾏﾂｲ　ｻﾄｺ 松井　さとこ 2020/11/16 Team先島
ﾏﾂｵ　ﾀｶﾋﾛ 松尾　孝弘 2020/8/8 テニス教室
ﾏﾂｵ ﾉｿﾞﾑ 松尾  望 2020/10/19 一球会
ﾏﾂｶﾜ ﾉﾘｺ 松川  徳子 2020/11/16 アップルミント
ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓｺ 松田  智子 2020/11/16 Ｆｒｅｅｄｏｍ
ﾏﾂﾓﾄ　ﾀﾂﾛｳ 松本　竜郎 2020/10/19
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ﾏﾂﾓﾄ　ﾅﾂｷ 松本　菜月 2020/11/19 ＲＭＴＣ
ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ 松本  博和 2020/8/9 マイペース
ﾏﾂﾔﾏ　ｹﾞﾝﾄｸ 松山　玄徳 2021/2/22
ﾐｽﾐ ﾔｽﾕｷ 三住  泰之 2080/2/18 ＴＴＴ
ﾐﾔｷﾞ ｴﾂｺ 宮城  エツ子 2021/2/22 es
ﾐﾔｷﾞ ｶｽﾞﾐ 宮城  和美 2020/11/17 Vamos
ﾐﾔｷﾞ　ｶｽﾞﾔ 宮城　一也 2021/2/22 ＴＴＴ
ﾐﾔｷﾞ　ｺﾂﾞｴ 宮城　コヅエ 2020/11/16 T-nuts
ﾐﾔｷﾞ ｺﾄﾔ 宮城　琴也 2020/10/19 沖縄海邦銀行
ﾐﾔｷﾞ　ｻﾄｺ 宮城　聡子 2020/11/18 チーム3292
ﾐﾔｷﾞ　ﾀｶﾏｻ 宮城　孝雅 2020/10/19 琉大医学部
ﾐﾔｷﾞ　ﾀﾂｼ 宮城　達史 2020/10/19
ﾐﾔｷﾞ ﾄｼｵ 宮城  年男 2020/10/19 漫友会ストレート
ﾐﾔｷﾞ　ﾋﾛｺ 宮城　弘子 2020/11/18 ぷろばんす
ﾐﾔｷﾞ　ﾏｻﾋｺ 宮城　雅彦 2020/10/20 県庁テニスクラブ
ﾐﾔｷﾞ　ﾐｶｺ 宮城　美香子 2021/2/22 チームわくがわ
ﾐﾔｷﾞ ﾐｻｴ 宮城  美佐江 2020/11/17 コスモス
ﾐﾔｷﾞ ﾒｸﾞﾐ 宮城  恵 2020/11/17 ＲＣ
ﾐﾔｷﾞ　ﾔﾖｲ 宮城　弥生 2020/11/19 伊集ＴＣ
ﾐﾔｷﾞ　ﾕｷ 宮城　由紀 2020/6/22 TCμ
ﾐﾔｷﾞ　ﾕﾘｺ 宮城　百合子 2020/11/17 ハートフルヒコ
ﾐﾔｷﾞ ﾖｼｶﾂ 宮城  義勝 2020/8/9 テニス教室
ﾐﾔｷﾞ　ﾘﾅ 宮城　李奈 2020/11/17
ﾐﾔｸﾞﾆ ｷﾖｼ 宮国  清 2020/10/21 ラッキーＴＣ
ﾐﾔｸﾞﾆ　ﾀｶﾋﾛ 宮国　貴大 2020/10/19 Rask
ﾐﾔｻﾞﾄ　ｱｲｺ 宮里　愛子 2020/11/18 ロイヤル
ﾐﾔｻﾞﾄ　ｷﾖｼ 宮里　清 2020/6/22 TCμ
ﾐﾔｻﾞﾄ ﾕﾐｺ 宮里  由美子 2021/3/19 いちごクラブ
ﾐﾔｼﾞ ｷｲﾁ 宮地  喜一 2020/10/19 首里森庭球倶楽部
ﾐﾔﾀ ﾏﾂｵ 宮田　松生 2020/5/7 ヒーロー
ﾐﾔﾉ　ｱﾔﾉ 宮野　綾乃 2020/12/12 テニス教室
ﾐﾔﾋﾗ　ﾃﾂｵ 宮平　哲男 2020/10/19
ﾐﾔﾓﾄ　ﾖｳｺ 宮本　洋子 2020/11/16 ウェーデルンＴＣ
ﾐﾔﾜｷ　ｻﾄｼ 宮脇　聡 2021/2/22
ﾐﾜ　ｱﾔｺ 三和　綾子 2020/11/16
ﾑﾗｸﾞﾁ　ﾒｸﾞﾐ 村口　恵 2021/2/22 レジェンド
ﾒｶﾙ　ｴﾙﾅ 銘苅　恵莉菜 2021/2/22 Shot
ﾒｶﾙ　ﾕｳｼﾞ 銘苅　裕二 2020/10/19 MTC
ﾓﾄｵｶ　ﾄｵﾙ 本岡　徹 2021/2/22 CANNON-BALL
ﾓﾘ ｼﾞｭﾝｺ 森  純子 2020/11/18 Babystepes
ﾓﾘｶﾜ　ﾉﾌﾞｵ 守川　信夫 2021/2/22 チームわくがわ
ﾓﾘｻﾜ　ﾄﾖﾄ 森澤　豊人 2020/10/20 TCμ
ﾓﾘﾀ　ﾏﾁｺ 森田　真智子 2020/8/8 テニス教室
ﾓﾛﾐｻﾞﾄ　ﾅｵﾐ 諸見里　直美 2020/11/19 ガチンコ
ﾔｷﾞ　ﾀｶﾋｺ 屋宜　孝彦 2020/10/19 FIVEFANTASISTA
ﾔﾀ　ﾕｳﾏ 矢田　悠真 2020/6/22 チーム外間一家
ﾔﾉ　ｼﾞｭﾝｺ 矢野　淳子 2021/2/22 グッピー
ﾔﾋﾞｸ　ｸﾐｺ 屋比久　久美子 2020/11/16
ﾔﾌｿ　ﾉﾘﾐﾂ 屋富祖　徳充 2021/2/22 ＢＣテニスクラブ
ﾔﾌｿ　ﾋｻｴ 屋富祖　寿枝 2020/11/16 テニス教室
ﾔﾏｳﾁ ﾐﾁｺ 山内  三智子 2020/11/16 沖縄病院
ﾔﾏｼﾀ　ｻﾁｺ 山下　幸子 2021/2/22 ガチンコ
ﾔﾏｼﾛ　ｹｲｺ 山城　圭子 2020/11/19
ﾔﾏｼﾛ　ｻﾄｼ 山城　聡 2021/2/22 チャンス
ﾔﾏｼﾛ ｼﾝﾍﾟｲ 山城  晋平 2020/10/21 あっちゃんず軍団
ﾔﾏｼﾛ　ﾖｼｷ 山城　誠樹 2020/8/6 テニス教室
ﾔﾏﾀﾞ　ｹｲｼﾛｳ 山田　圭司朗 2021/2/22
ﾔﾏﾀﾞ　ﾖｼﾋｻ 山田　義久 2021/2/22 レジェンド
ﾔﾏﾓﾄ　ﾀﾂﾛｳ 山本　竜郎 2021/2/22 CANNON-BALL
ﾔﾏﾓﾄ　ﾁｽﾞｶ 山本　千津香 2020/6/22 チームわくがわ
ﾔﾏﾓﾄ　ﾖｼｷ 山本　慶樹 2020/6/22 NTC
ﾔﾏﾓﾘ　ﾚﾝ 山盛　連 2021/2/22
ﾔﾗ　ﾄﾓｶｽﾞ 屋良　朝和 2020/10/19
ﾔﾗ　ﾐﾂｺ 屋良　みつ子 2020/11/18 いちごクラブ
ﾕｱｻ　ｹﾝｽｹ 湯浅　憲輔 2020/10/19 MRS
ﾕｵｶ　ﾐﾔｺ 湯岡　都子 2020/11/16
ﾕｷｻﾞｷ　ﾕｳｽｹ 柚木崎　裕介 2020/10/21 WS
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ﾖｷﾞ　ｸﾐｺ 与儀　久美子 2022/2/21 テニス教室
ﾖｷﾞ ｼﾞｭﾝｺ 與儀  淳子 2020/11/18 ＴＣＷｅ
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳ 芳澤  亮 2021/2/22 結TC
ﾖｼﾀﾞ　ｱｷﾗ 吉田　彰郎 2020/10/19 SSS
ﾖｼﾀﾞ ﾃﾂ 吉田  徹 2021/2/22 TCμ
ﾖｼﾅｶﾞ　ﾋﾛｼ 義永　寛 2020/4/28 チームTRY
ﾖｼﾊﾏ　ｻﾔｶ 吉濱　さやか 2021/2/22 あっちゃんず軍団
ﾖﾅﾊ　ｶｽﾞﾋｺ 与那覇　和彦 2020/8/6 テニス教室
ﾖﾅﾊ　ｼﾉﾌﾞ 与那覇　忍 2021/2/22 新撰組
ﾖﾅﾊ　ﾏﾕﾐ 与那覇　まゆみ 2020/11/18 新撰組
ﾖﾅﾊ ﾖｼｺ 与那覇  ヨシ子 2021/2/22 なでしこ
ﾖﾘﾐﾂ　ﾖｳﾍｲ 依光　洋平 2020/10/20 Peace
ﾜｸｶﾞﾜ　ｼｹﾞﾄﾓ 湧川  重智 2021/2/22 チームわくがわ
ﾜｸｶﾞﾜ　ﾓﾄｺ 湧川　志子 2021/2/22 チームわくがわ
ﾜﾀﾞ　ｼﾝﾔ 和田　伸也 2020/10/19
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾘｻ 渡辺　理紗 2020/11/20 RMTC
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