
Chainリーグ2017シーズン1第2戦 / WIN-WINCUP’17 summer 
出場メンバー

【男子団体１部リーグ：男D３本/5位vs2部1位,4位vs2部２位入替戦。WIN-WINCUP上位チームは1部リーグ1-3位とエキシビ】
K-レンジャーズ テニスしませんか クアドリフォリオ＋ トゥードルズ KTT
澤井 達也 松浦 稔由 鹿嶋 貴志 三木 康太郎 福田 修平
徳村 陽太 新谷 良 吉山 直樹 家原 俊祐 隆 幸太郎
川西 達也 藤原 和樹 中島 大祐 野口 聖平 中村 勇一
今河 亮 木村 富将 河原 悠介 中尾 雄飛 山口 大助
丸岩 雄治 堀田 直史 鳥居 佳生 藤田 成州 吉川 健一
小出 周平 加藤 圭 長澤 敦 佐藤 悠貴 荻野 満春

吉田 優作

【男子団体２部リーグ＆WIN-WINCUP’17 summer：男D３本/リーグ戦後は同順位対決。上位は入れ替え戦。他はエキシビへ】
２部A 2部B

こけこっこ～ セレブテニス Team Il Coraggio （仮）モノ いわし堂 ブラックブラウニーズ リトルパンダ和田 ひと狩りいこうぜ！

吉本 光希 古賀 徹也 長谷川 文信 宇梶 祐介 平居 周 五條 亮寿 酒井 優吉 伊東 展希
中田 大貴 吉賀 史里 藤本 和行 藤本 尚希 今西 謙太 古賀 晶 藤尾 竜太郎 松井 翔兵
河合 佑亮 木村 瑛 星川 直人 山本 大樹 森田 剛生 日高 弘道 高木 祐真 水口 達哉
塩谷 祐樹 林 賢輔 鎌田 雅元 佐藤 直幸 河合 孝介 内田 允文 中野 翔太 藤井 裕次
米田 魁人 成田 隼基 藤崎 智史 古矢 智弘 小清水 賢 吉岡 雅俊 高木 翔平 大楽 慎太郎
坂本 智也 竹村 和樹 天宅 勇気 山本 侑生 佐伯 祥太郎 長尾 善之 池田 智仁 祖開 拓美

岩本 勇樹 野崎 真緒 WIN-WINCUP参戦 西永 賢努 WIN-WINCUP参戦 WIN-WINCUP参戦

水岡 翔 小野 晃司
村上 大介

【女子団体WIN-WINCUP’17 summer：全対戦による女D4本/2-2の場合、トス勝者が種目選択してスーパータイブレーク】
フリースタイル セレブテニス 寄せなべ
河崎 則子 古賀 麻弥 中尾 麻衣
浜上 彩子 水岡 京子 浅見 比佐世
久保 友里 河合 真由美 水間 陽子
原 陽子 小谷 ももこ 近澤 瑳樹

【混合団体１部リーグ：男S男D女D混D/2-2の場合、トス勝者が種目選択してスーパータイブレーク】
BAR-BOA Charles’s Wain A Charles’s Wain B 関テニセレブ Team Il Coraggio

三木 康太郎 木村 富将 丹羽 寛和 中谷 研作 長谷川 文信
家原 俊祐 山本 怜 川添 浩輔 江崎 拓真 吉田 光汰
藤田 成州 丸岩 雄治 濱野 祐太 藤本 尚希 小松 喜之
中尾 雄飛 大西 潤 松本 光正 成田 隼基 藤本 和行
中尾 麻衣 高橋 愛 宗元 香弥 大楽 慎太郎 佐伯 優勇
豊 美知 浅見 悠加 立川 美夏子 津田 実季 小松 佳南
森 理紗 垣原 史佳 則清 彩 林 美夏子 古出 直子
水間 陽子 大熊 彩香 城間 裕美 和田 桃子

長岡 彩香

【混合団体WIN-WINCUP’17 summer：男S男D女D混D/2-2の場合、トス勝者が種目選択してスーパータイブレーク】
K-レンジャーズ 小林の趣味 ブーブー会&イソップ ちなってぃー タイブレーク イソップ海賊団
右近 貴志 小林 一成 森川 知範 市川 真之 大矢 修司 馬上 佳祐
佐藤 慎吾 六車 直遠 中尾 亮太 小林 伸嘉 安田 一輝 田中 涼
川西 達也 木内 達人 二塚 裕介 今西 修也 後藤 仁志 北畑 翼
澤井 達也 末竹 哲也 村上 弘晃 小山 拓也 青木 康司 杉田 憲一
川口 美沙 木内 真依子 徳村 陽太 藤田 実可子 大矢 花子 森川 奈奈
岡本 聖奈 大鳥 由希子 中野 莉緒 長谷川 千夏 田川 寛子 三橋 加奈子
澤井 麻衣 竹村 愛実 中野 沙耶 佐久間 絢子 井上 春奈 石川 舞

田辺 香奈
安居院 裕美子


