
男子
チーム名 メンバー

1 ウボンゴ3D 大阪 岩浅 大野 池上 長谷川 畠山 三木
2 生駒クラブ 奈良 瓦 中村 岡持 奥村 山野 飴谷
3 きりんぐみ 大阪 髙橋 林 斎藤 桶屋 森脇 市橋
4 動物園 京都 内田 砂野 中山 入江 寺本 山田
5 京都OB 京都 市原 松岡 広畑 厚見 松本 伊東
6 週末大学生 奈良 丸谷 井上 田中 村井 西岡 奥本 小藪
7 ごーごーごりら 和歌山 寒川 西 平井名 布谷 安東 後尾
8 蒼穹テニスクラブ（A) 京都 小野 稲田 和泉 山本 崎野 百海
9 蒼穹テニスクラブ（B) 京都 赤月 岩下 後藤 山本 河合 大北

10 カステラ屋さん 大阪 大橋 森 西田 藤井 武田 外間
11 すなっくゆたか 大阪 進 三矢 坪井 福原 岡田 中野
12 ソフトテニス難民の会 大阪 小桜 河合 辻野 中井 嶋田 石垣 森田
13 ばっしー協会 京都 宮地 平塚 杉本 松本 藤林 平塚
14 コントレイル 兵庫 新宅 平久保 川中 川澄 三浦 岡崎
15 Team北河内 大阪 平松 樋爪 田村 富樫 福田 梶川
16 洛南天竜会（A) 京都 上村 峯田 吉田 山本 青木 小川
17 洛南天竜会（B) 京都 閑念 松本 和田 寺下 堀 川邉
18 洛南天竜会（C) 京都 芳賀 西岡 田中 上村 清水 横田 伊藤 中村
19 RUG 京都 赤沢 藤田 大塚 岩野 中岡 岩前
20 バチスタ 大阪 島田 末永 有岡 木村 渡邉 杉浦 中尾 南田
21 Leap 大阪 有川 小林 岸本 横山 吉見 飯田
22 おにゃんこくらぶ 兵庫 西村 松本 藤江 幡井 宮本 福井 宮脇
23 えび玉軍艦（高） 京都 市川 林 奥田 福田 木村 古田
24 チーム角川 滋賀 蔵重 来本 村居 角川 野川 佐野
25 軟庭喜楽会 京都 八木 植田 近藤 松田 藤本 堤
26 えいちくらぶ 京都 髙橋 藤野 今井 出嶋 山口 木村
27 フロムヒア（A) 京都 北尾 柴田 南井 池本 岸 林
28 フロムヒア（B) 京都 渡邉 安川 榊原 加納 由利 北村
29 FTクラブ 京都 福永 木村 堀口 大和崎 吉川 田村
30 FTclub 京都 北村 田中 永井 南井 伊藤 宮本
31 FT倶楽部 京都 田畑 東 松下 吉松 船越 足立
32 平川地球防衛軍 京都 西田 川﨑 山谷 山下 塚田 福田
33 センサー売りの小澤 大阪 小澤 七條 真下 清水 林 山田
34 DSC 京都 岡本 山本 奥村 木村 船越 若林
35 AWAGO-G 滋賀 友重 石村 上野 荒川 蒲生 櫻井
36 AWAGO-W 滋賀 古高 木村 下新 谷口 坂口 木下
37 ヒロタケチャンネル 滋賀 山上 辻之内 辻本 高塚 勝沼 後藤 百濟 棚田
38 スーパーブロリー 大阪 児玉 大西 寺下 宮島 高井 徳田

女子
39 きりんぐみ 大阪 田中 富丸 山本 池田 上嶌 大城
40 大津STA 滋賀 河原 川嶋 前出 角口 片岡 植月
41 ソフトテニス難民の会 大阪 片岡 富田 森田 河合 小桜 中井 坂本
42 洛南天竜会 京都 出野 松本 北尾 湯浅 竹添 竹添
43 京都大学女子 京都 法利 山口 城田 田立 金久保 小川
44 team legend 大阪 山之内 西岡 内田 佐野 櫨山 武田
45 フロムヒア 京都 室矢 山岸 濱田 大橋 草木 加藤 三宅 広瀬
46 FTくらぶ 京都 福永 田畑 北又 大和崎 松本 尹 足立
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