
1 ハミデント 石井 幸田 中出 中野 日髙 古谷

2 華の93年会 家永 近藤 玉井 森 不動 池田

3 ソーセージサラダ 森 佐々木 山根 出田 中川 村井

4 核弾頭 吉信 掃部 濱名 井上 橋本 中村

5 イッピークラブ 榊本 坪倉 岡田 原 淺井 吉田

6 後藤嶽ンタ（A) 園部 黒川 村上 麻生 池田 福本

7 後藤嶽ンタ（B） 松田 河野 東 前田 後藤 杉本

8 軟庭喜楽会（A) 黒野 廣瀬 山本 中上 小出 森本 三木

9 軟庭喜楽会（B) 塚原 川俣 吉永 有本 東 田中

10 池永JAPAN 池永 小吉 小畑 庄司 永井 川西

11 近国OB 川西 小倉 山本 松ケ迫 三崎 高橋

12 ちぶるまーぎーまさとし 平井 仲宗根 西 林 南部 後尾

13 リープ 西本 秋田 田中 有川 中林 松井

14 林遼翼 林 山口 山田 吉田 長尾 山本

15 週末大学生 田中 村井 松本 奥本 西岡 丸谷 野本 杉田

16 郡高OB 堀田 辻本 上野 植本 垣内 和田

17 Muscle 南村 齋藤 中村 今 古川 七條

18 動物園 内田 南村 中山 田中 北井 砂野

19 NEXUS 山南 上野 浦田 遠藤 藤田 大西

20 柏原ソフト 小桜 中井 芦塚 石垣 石本 進

21 チーム洛西 立口 渋谷 髙倉 平岡 高田 板倉

22 京都工芸繊維大学C 河邊 小林 山内 松岡 守屋 毛利

23 佛教大学ソフトテニス部 板倉 藤岡 内河 柳原 多田 中脇

24 HUOB＋α 松田 藤田 杉本 柴田 藤田 大本

25 しゃいばん（Ａ） 古川 真下 岩谷 本多 板屋 安達

26 しゃいばん（Ｂ） 中島 太田 西井 北出 河野 渡辺 増田

27 WAM 西村 岡田 西田 山崎 千本 関根

28 洛南天竜会（A) 閑念 松本 上村 峯田 中村 横田

29 洛南天竜会（B) 田中 中川 古丸 土井 吉田 西岡

30 洛南天竜会（C) 伊藤 船田 鈴木 宇野 伊藤 西田

31 チーム西尾 小久保 寺本 神奈川 西尾 阪上 森脇

32 神大OB 足立 松村 藤田 韓 開発 西窪

33 Medley（A) 夜久 福井 大西 玉置 坂口 山下

34 Medley（B) 北村 大黒 目野 西村 北澤 利倉

35 Medley（C) 樋口 諸冨 駒井 金子 武田 岡田

36 やすきち 熊野 寺村 桜井 安木 和田 秋山

37 AWAGO(A) 石村 木村 佐藤 高野 橋本 木下

38 AWAGO(B) 坂口 新下 大井 原木 西條 中村

39 ガッチョ 河野 阪谷 勝沼 向井 後藤 中嶋

40 ハイスピードモンブラン 植田 有馬 井上 西尾 岸本 米澤

41 関関ゴールデンルーキーズ 津川 下川 村山 高塚 梶原 松岡

42 ごぶごぶ 田中 山口 藤原 伊藤 奥重 岡野

43 ふぁーむ吉岡 吉田 小島 小西 徳田 池田 中村

44 FTクラブ 田畑 田村 秋山 上村 足立 宮本

45 岡田製作所 味村 山田 中川 浜地 石井 塩田

46 地元じゃ負け知らズ 吉川 杉浦 植田 大西 藤井 武田

47 華の93年会 村上 櫨山 城村 加藤 井上 林 永松

48 アミシェピカ 片岡 内田 坂本 富田 小川 三村

49 佛教大学 谷内 林 尾越 浅井 笹山 西村 畠中

50 軟庭喜楽会 塚原 森本 田中 清水 近井 桐原

51 京大女子部 小野 小川 金久保 城田 田立 OPEN

52 YAM 平井 小久保 坂野 奥村 加藤 藤井

53 CozyClub 坂下 布瀬 猪之間 植田 山根 富樫

54 Copain 篠坂 藤城 鑑継 小橋 六波羅 岡本

55 かんかんりっつ 斎藤 西谷 木庭 前田 増田 浅野

56 Medley 中村 安田 中堀 福岡 西岡 上羽

57 モス本田 平林 石埜 布谷 松本 本田 下神
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