
チームメンバーリスト[11/23(水祝) 9:00- [女D×男D×混Dの3本団体]Chain Cup Autumn Fes=val]

No チーム名 氏名 フリガナ 出身地（都
道府県等）

主なテニス活動
エリア

レベル プレースタイル 一言（特技・趣味・意気込みなど）

1 それっちゃ 寺本嵩史 テラモトタカフミ 山口県 山口、広島 4 ふんわりボレー ネット下段に突き刺さらないように頑
張ります

1 それっちゃ 猿田法子 サルタノリコ 山口県 山口県 5 ストローカー 練習まじめに頑張ります！
1 それっちゃ 梶川聖織 カジカワキヨシ 広島 香川 6 サーバアンドピンチ やったるどー！
1 それっちゃ 山本雄大 ヤマモトユウダイ 山口県 広島県 7 サーブ弱い系 怪我しないように頑張ります
1 それっちゃ 大下紗代 オオシタサヨ 山口県 山口 5 サーブ 3球はつなげるように頑張ります
1 それっちゃ 梶田博史 カジタヒロシ 山口県 山口県 5 サーブ 頑張ります
2 混ぜメン 塚野恭太 ツカノキョウタ 広島県 広島県 5 ストローカー 楽しくテニス
2 混ぜメン 栗光奈歩 クリミツナホ 広島県 広島県 5 ストローカー 頑張ります
2 混ぜメン 小橋悠子 コバシユウコ 長崎県 広島県 4 ストローカー 頑張ります
2 混ぜメン 大西勇人 オオニシハヤト 愛媛県 広島 5 ストローカー がんばるよ
2 混ぜメン 岡田華子 オカダハナコ 広島県 広島県 5 ストローカー 頑張ります
2 混ぜメン 日浦拓也 ヒウラタクヤ 広島県 広島県 5 ストローカー 頑張ります
3 チーム原田 達見啓介 タツミケイスケ 広島県 広島市 6 ストローク よろしくお願いします
3 チーム原田 菅沼稜平 スガヌマリョウヘイ 大阪 大阪 6 ストローク 頑張ります
3 チーム原田 山崎義孝 ヤマサキヨシタカ 広島 広島 8 ボレー 強いです
3 チーム原田 原田万莉彩 ハラダマリア 広島 広島 7 ストローク 頑張ります
3 チーム原田 河本鈴香 カワモトスズカ 広島 広島 8 ストローク 頑張ります
3 チーム原田 金満菜々子 カネミツナナコ 広島 広島 7 ストローク 頑張ります
4 大垣市民庭球 菅原卓也 スガワラタクヤ 愛知県 岐阜県 7 ストローク 頑張ります
4 大垣市民庭球 杉山綾香 スギヤマアヤカ 下呂 広島 1 ヤンキーストローク チームの為に今日は目を見開きます！
4 大垣市民庭球 森大樹 モリダイキ 岐阜県 岐阜 7 ボールが緩いシコラー 井川並みにシコいです
5 Bristol 藤山栄一郎 フジヤマエイイチロウ 広島県 広島県 6 オールラウンド テニス
5 Bristol 竹本淳一 タケモトジュンイチ 広島県 広島県 6 オールラウンド テニス
5 Bristol 福田朋晃 フクダトモアキ 広島県 広島県 7 オールラウンド テニス
5 Bristol 藤山亜紀 フジヤマアキ 広島県 広島県 6 オールラウンド テニス
5 Bristol 竹本直子 タケモトナオコ 広島県 広島県 6 オールラウンド テニス
5 Bristol 井上亜紀 イノウエアキ 広島県 広島県 7 オールラウンド テニス
6 らびっと 西久保絵里 ニシクボエリ 広島県 広島県 6 ストローカー リーダーの尻を叩きます！
6 らびっと 北川和也 キタガワカズヤ 長崎県 広島県 5 ボレー好き らびっと同年代募集
6 らびっと 平川大二 ヒラカワダイジ 広島県 広島県 7 アグレッシブベースライナー 痩せたい！
6 らびっと 平野晃義 ヒラノテルヨシ 福岡 広島 6 オールラウンダー 頑張ります！
6 らびっと 安成靖子 ヤスナリヤスコ 広島 広島 5 サーブアンドボレー よろしくお願いします
6 らびっと 奥田努 オクダツトム 広島県 広島市 8 オールラウンダー 頑張ります！
7 ぞね 井上哲仁 イノウエテツヒト 　 　 5 　 　
7 ぞね 橘野萌絵 キツノモエ 　 　 4 　 　
7 ぞね 山下　範美 ヤマシタノリミ 広島 広島 5 　 🎾

7 ぞね 村本牧子 ムラモトマキコ 　 　 5 　 　
7 ぞね 福士城治 フクシジョウジ 　 　 5 　 　
7 ぞね 中島成章 ナカジマシゲアキ 　 　 5 　 　
8 トムとジェリー 窪田綾佳 クボタアヤカ 広島県 広島 5 ストローク がんばりまーす
8 トムとジェリー 小川雄大 オガワユウダイ 大阪 広島 6 前でうろちょろあ 家族で頑張ります
8 トムとジェリー 成毛宏充 ナルケヒロミツ 広島県 広島県 6 適当 子守り
8 トムとジェリー あゆみ アユミ 広島県 広島県 5 オールラウンダー 頑張ります
8 トムとジェリー 相本真奈 アイモトマナ 広島県 広島県 5 ストローク がんばりまーす！
8 トムとジェリー 白神　佳菜 シラカミ　カナ 広島県 広島県 5 おちびサウスポー 全力で頑張ります💪
8 トムとジェリー 半場史晃 ハンバフミアキ 広島県 広島県 6 アングラー ファイト
9 チームAKR 藤井良典 フジイヨシノリ 広島県 広島市 5 オールラウンダー 魅せます　
9 チームAKR ハルマ ハルマ 広島 広島 4 ストローカー ガンガン打ち込みます
9 チームAKR ハルト ハルト 広島 広島 5 ストローカー ガンガン打ち込みます。
9 チームAKR ミサキ ミサキ 広島県 広島市 5 ストローカー ウィナーを打ち込みます
9 チームAKR ヒトミ ヒトミ 広島 広島 5 ストローカー しっかりボール拾います
10 (未定) 長尾優希 ナガオユウキ 兵庫県 愛媛県 5 サーブアンドボレー 元気出していきます
10 (未定) 加納楓花 カノウフウカ 和歌山県 愛媛県 4 ダブルハンド 頑張ります
10 (未定) 吉田大輝 ヨシダダイキ 広島県 東広島市 6 シコラー 牛乳だいすき
10 (未定) 本田ひまり ホンダヒマリ 愛媛県 愛媛県 6 ベースライナー 頑張ります
11 大垣市民庭球B 菅原　莉恵 スガワラリエ 愛知県 愛知県、岐阜県 5 おめんボレー とにかく約5時間の運転頑張ります汗
11 大垣市民庭球B 森口慎平 モリグチシンペイ 静岡県 愛知県 5 オールラウンダー エンジョイテニス！
11 大垣市民庭球B 成瀬千絵美 ナルセチエミ 岐阜県 岐阜県 7 ストローク がんばります
11 大垣市民庭球B 上瀧雅己 コウタキマサミ 岐阜県 岐阜県 8 カウンターパンチャー ワタシガンバル
11 大垣市民庭球B 古市有佳梨 フルイチユカリ 岐阜県 岐阜県 5 ボレーとサーブとスマッシュ出来ません。 がんばります！
12 こけこっこ～ 塩谷　祐樹 シオタニ　ユウキ 兵庫県 広島県 6 ストローカー よろしくお願いします！
12 こけこっこ～ 久保田麻菜 クボタマナ 香川県 神戸市 6 ストローカー 牡蠣食べたいー
12 こけこっこ～ 中西麻菜 ナカニシマナ 岡山県 岡山県 6 ストローカー 足引っ張らないように頑張ります！
12 こけこっこ～ 吉本　光希 ヨシモト　コウキ 兵庫 兵庫 6 サーブアンドボレー 頑張ります
12 こけこっこ～ 山口　大晴 ヤマグチ　タイセイ 大阪 兵庫県 6 フォーハンド 気合い
12 こけこっこ～ 林明日香 ハヤシアスカ 福岡県 兵庫県、福岡県 6 ボレー 趣味はパン屋さん巡りです🥐
13 やっぱりウミガメは来ない 西内涼奈 ニシウチスズナ 高知 高知 5 特になし ＼＼\\٩( 'ω' )'ω' )و //／／
13 やっぱりウミガメは来ない 日浦大貴 ヒウラタイキ 広島県 大阪府 5 ストローカー 頑張ります！
13 やっぱりウミガメは来ない 宮川萌子 ミヤガワモエコ 高知県 高知 4 ボレー がんばりまつ。
13 やっぱりウミガメは来ない 皆吉剛希 ミナヨシゴウキ 大阪府 高知県 7 オールラウンダー コロナと骨折には気をつけろ
13 やっぱりウミガメは来ない 森光司 モリミツツカサ 高知県 高知県 5 ストローカー 楽しむべし！
14 オカヤマーズ 山口真奈 ヤマグチマナ 岡山 岡山 6 フェーダー たのしみます！
14 オカヤマーズ 加藤貴之 カトウタカユキ 神奈川県 岡山市 6 ボレーヤー 楽しみます！
14 オカヤマーズ 池上裕加 イケガミユカ 岡山県 岡山県 4 ストローカー お好み焼き食べたい
14 オカヤマーズ 岡崎久瑠美 オカザキクルミ 岡山県 岡山県 5 攻めあるのみ！ 運動不足ですががんばりまーす！
14 オカヤマーズ 菅原輝 スガハラヒカル 三重 岡山 6 ベースライナー グーフィのものまね
14 オカヤマーズ 永原栄吾 ナガハラエイゴ 島根県 岡山県 5 ふつう よろしくおねがいします
14 オカヤマーズ 岬 ミサキ 大分 岡山 6 ダブルフォルト多め よろしくお願いします！
15 since34 菊池裕子 きくちゆうこ 広島県 広島県 5 オールラウンダー 頑張ります
15 since34 上本啓伍 ウエモトケイゴ 広島県 広島市 4 ハッタリたまにボレー 動きが悪いですが、頑張ります！
15 since34 岡本敏 オカモトサトシ 兵庫県 広島県 5 頑張って返す がんばります！
15 since34 岡本祐恵 オカモトサチエ 愛知県 広島県 7 スマッシュ たくさんスマッシュ打ちます！
15 since34 上本明佳 ウエモトハルカ 広島県 広島県 4 バック&ボレー がんばります！
15 since34 大内颯汰 オオウチソウタ 広島県 広島県 2 とにかく打つ がんばります！
16 どんぐりぼん軍 馬上佳祐 バジョウケイスケ 広島県 広島県 5 ずっと肘痛いストローカー 頑張ります
16 どんぐりぼん軍 玉木俊也 タマキシュンヤ 広島県 広島 5 とりあえず返す よろしくおねがいします！
16 どんぐりぼん軍 大濱由季 オオハマユキ 広島県 広島 4 ストローカー やー！
16 どんぐりぼん軍 後藤田恵 ゴトウダケイ 徳島県 徳島県 5 ストローク 楽しく、頑張ります！
16 どんぐりぼん軍 高山豊 タカヤマユタカ 大阪府 広島県 5 とりあえずボレー テニスしたーい！
16 どんぐりぼん軍 下尾遥奈 シモオハルナ 広島県 広島県 4 ストローカー 頑張ります‼
17 Team385 ちかこ チカコ 広島県 広島県 4 ボレー ちかこです。
17 Team385 ひろゆき ヒロユキ 広島県 広島県 4 ポーチ ひろゆきです。
17 Team385 ちあき チアキ 広島県 広島県 4 ラリー ちあきです。
17 Team385 なおき ナオキ 広島県 広島県 4 強サーブ なおきです。
17 Team385 中の三弥子 ナカノミヤコ 広島県 広島県 4 パワーとやる気スタイル 趣味はテニス


