
No グループ名 代表者名
橋本　祥用 溝渕　勝信 豊谷　健二 豊谷　晃

金山　隆子 橋本　京子

小礒　淳一 濱口　幸裕 窪田　徹也 吉野　隆行

藤本　知里 小野　佳代子 氏家　雅子

濱　和英 土居　洋 谷　剛志 広瀬　幸太 高木　哲史

濱　仁美 三枝　彩奈

佐藤　雅彦 小比賀佳稔 林　義晃 片山　和彦 才谷　明宏

六車  由実 伊藤  裕美

小林　広繁 藤田　尚 藤田　隼輔 藤田　真叶

黄田　美穂 藤田　千恵

荒川　太郎 田中　敏弘 香川　康雄 田中　啓資

田中　昭子 香川　ひとみ 大橋　薫

阿賀　孝治 佐々木良輔 佐々木健吾 福田　哲生 山崎　裕士 山崎　守

西口　美恵 横浜　幸代 山崎由紀子

檜　　信弘 沼田　英延 福浜　元博 金高　一乗 諏訪　一裕

高木　良子 金田真理子

鈴木　英彦 岡本　定久 橋田　昌樹 植田　孝幸 大畑　光一郎

藤井　智美 千崎　由香

香川　朋博 有年　雄二 大野　達郎 合田　知生

三好　倫子 杉江　まり子

藤川　伸一 石田　伸一 国方　伸二 宮本　真次

矢野英津子 大久保菜穂

坂出　光基 住友　昭斗 高岸　宏樹 出口　拓郎

吉田　久子 松原由香理

長野　雄 町野　洋 栗田　吉教 大福　義一

山本　一子 鈴木　真由美

曽根　嗣夫 山林　俊明 美藤　則夫 藤沢　高志

村尾　靖子 藤沢　初子

濱崎　成秋 大塚　晴太 葛西　亨平 西藤　麗

竹原　利恵 朝倉　泉 林　真紀子

中田　耕司 中西　恭介 浜　純也 輝平　勝

高倉　純子 大浦　真奈美

葉佐　昴史 桜井颯一朗 宮崎広太郎 豊田　総士 新居　岳士

浅井　七望 松本　真侑 荻田　悠希

二條　昴佑 熊野　宗太 森　広樹 小林　香裕 真鍋　匠人

豊田　桜子 芹田　七海 大屋敷紗津貴

近藤　和司 矢野　貴昭 合田　健作 両角　千文 佐藤　好伸

三宅　眞理子 横田　麻衣子

森下　哲郎 松原　正承 波賀　敦志 森本剛一郎

佐伯　安弥 西應　みのり

川田　知宏 太田　昴甫 安西　一人 堤　　直規 安西　康一 渡辺　紀夫

湊本　綾子 国宗　佳来

西島 康洋 渡辺 博文 藤澤 広忠 白井 雅之 石原 誠司 鉄村 征久

谷本 麻樹 岸本 典子

丸山　尚彦 松岡　勝彦 鶴身　哲也 立石　肇理 木下　和洋 細谷　良

丸峯　良子 佐藤　友愛 中西　弘子

山本　尚詳 白井　邦佳 伊藤　尚志 川波　幸仁

三村　志乃 太田美佐子

高原　将志 石原　大 堀　圭吾 天雲　俊介

前島三知子 安田由紀子

薦渕　雅春 久保　和典 中村　光夫 土居　勝彦 尾崎　輝男 薦渕　海人

青木　裕実子 松本　真樹 薦渕　琴音

島本　廣昭 矢野　俊二 原　和久 安藤　正明

高田　有美 米澤　晃子

十河　文仁 岩崎　義一 宮崎　浩司 松野　秀則 佐野　英次

松野　陽子 石山理津子

木村　明人 梶浦　紀夫 宮脇　偉史 大西　誠司

荻野　和美 松原　早苗 今井　友理

秋山　政徳 坂本　健尚 川中　大士 高橋　佳樹

上谷　京子 宮下早由里

平成２７年度「テニスの日」グループ対抗テニス大会　参加グループ名簿
選　　　手　　　名

はっしゃんチーム 橋本　京子

とり奉行　骨付じゅうじゅう

チームNISHIGORI 才谷　明宏

TEAM Sport Utility Vehicle 黄田　美穂

月曜からテニス 濱　和英

ボンバーズ ONE 檜　　信弘

can not upgrade 千崎　由香

ファイティン！ 大橋　薫

team.je.vis 青木伸一郎

8

9

6

7

SKD ６ 松原由香理

テニス好き 長野　雄

arrows 香川　朋博

チーム　shin 松原由香理

12

13

10

11

20

21

18

19

MANATEE 高倉　純子

じょにーず事務所(課長） 二條　直樹

らりるれローン 曽根　嗣夫

はんずぼんず 濱崎　成秋

14

15

16

17

小礒　淳一

あんぐる 安藤　正明

HBTS 安藤　正明

Neo 金の土・カネア 薦渕　雅春

ねこぱんち 安藤　正明

キラキラ☆　おとうさん 安藤　正明

ナイスファイト！！ 太田美佐子

New 金の土・カネア

おんぶにだっこ 森下哲郎

明太子フランス 川田　知宏

じょにーず事務所(平社員） 二條　直樹

てにぷり達 矢野　貴昭

ぬーさん帰国中 西島 康洋

祝☆ピロ 丸山　尚彦23

薦渕　雅春

4

5

3

1

2

29

30

26

28

27

24

25

22



No グループ名 代表者名

平成２７年度「テニスの日」グループ対抗テニス大会　参加グループ名簿
選　　　手　　　名

亀田　倫孝 藤村　哲司 田房　弘光 清水　譲治

亀田　光子 原　小百合

森口　真 松岡　佑樹 杉峯　正治 義村　淳

飯間　飛鳥 安藤　悠子

有馬　亨 柴田　真隆 朝比奈竜平 岩本　佑

土井原夕貴 入船　汐美 田中　千草

榊原　敏之 松下　直弘 杉の内　孝則 居塚　章 トム・クルーズ 山田　考之

松下　裕子 久保　佳代

長山　裕賢 三原　敬介 家常　健太郎 小川　陽平

林　和代 合田　美香 近石　千晶

浅井　聖恭 岩井　競平 近藤　英彰 山崎　晃司 横田　光弘

北尾　江理 山崎　幸子

濱野　秀隆 中井　為雄 井田　耕司 鍛治　直行

津川　直美 登倉　真理子

横井 孝誠 伊野 広紀 大野 智彦 谷川 秀樹 藤本 崇史 寺島 雄二朗

横井 桂子 三野 啓子 服部 崇代

三浦　正行 山本　浩司 谷口　良民 三野　桂一郎

三浦　八重子 笠谷　万裕美

釜野　賢隆 釜野　就斗 大平　拓真 角道　紀文 國友惠一郎

大平　一花 北岡沙和子

大山　浩二 中川　和三 藤岡　正浩 長谷　一輝 樫原　光浩

泉　久美子 安西　千代恵

大野　裕記 北川　勝義 河井　裕輔 南 壮憲 蓮井　祐二

藤原　雅代 北川　留実 植田　道代
42 香川県テニス協会 大野　裕記

神様はテニスコートにいる 樫原　光浩

レゴタウン　green 安藤　正明

おじょも伝説 北尾　江理

Exactly（そのとおりでございます） 榊原　敏之

「すんごいんだから」 長山　裕賢

Ｆａｉｒ　Ｗｉｎｄ
～かかってきなさい若人よ～

山本　浩司

Team スパルタンJ
～secret  weapon～

釜野　賢隆

丸亀晴男女
（まるがめせいめんじょ）

井田　耕司

　Ｋ Ｔ Ｃ 寺島 雄二朗

ふー６ず

レゴタウン　red

安藤　正明

安藤　正明

41

39

40

37

38

36

34

35

31

32

33



【平成２７年度「テニスの日」グループ対抗テニス大会】

Ａリ－グ コートNO.1,2  6ゲームマッチ（ノーアド）

２－１ ３－０ ２－１
　６MXD７　 　⑥MXD０ 　⑥MXD２

　⑥MXD２ 　⑥MXD１ 　３MXD６　

 　⑥MD４  　⑥MD２  　⑥MD３

１－２ １－２ ３－０
　⑦MXD６ 　２MXD６　 　⑥MXD２

　２MXD６　 　⑦MXD６ 　⑥MXD１

 　４MD６　  　０MD６　  　⑥MD２

０－３ ２－１ １－２ ３－０
　０MXD６　 　⑥MXD２ 　２MXD６　 　⑥MXD１

　１MXD６　 　６MXD７　 　２MXD６　 　⑥MXD２

 　MD　  　⑥MD０  ⑥MD１  　⑥MD３

１－２ ２－１ ３－０
　２MXD６　 　⑥MXD２ 　⑥MXD０

　⑥MXD３ 　⑥MXD２ 　⑦MXD６

 　３MD６　  　１MD６　  　⑥MD２

０－３ ０－３ ０－３
　２MXD６　 　１MXD６　 　０MXD６　

　１MXD６　 　２MXD６　 　６MXD７　

 　２MD６　  　３MD６　  　２MD６　 

*取得率により順位を決定する。

【平成２７年度「テニスの日」グループ対抗テニス大会】

Ｂリ－グ コートNO.3,4  6ゲームマッチ（ノーアド）

0-3 １－２ ２－１
　4MXD6　 　⑦MXD６ 　⑥MXD４

　3MXD6　 　０MXD６　 　２MXD６　

 2MD6　  　４MD６　  　⑦MD５

３－０ ０－３ ２－１
　⑥MXD４ 　４MXD６　 　１MXD６　

　⑥MXD３ 　２MXD６　 　⑥MXD２

 　⑥MD２  　２MD６　  　⑦MD５

２－１ ３－０ ３－０ ３－０
　６MXD７　 　⑥MXD４ 　⑥MXD１ 　⑥MXD２

　⑥MXD３ 　⑥MXD２ 　⑥MXD４ 　⑥MXD１

 ⑥MD２  　⑥MD２  　⑥MD　２  　⑥MD３

１－２ ０－３ ２－１
　４MXD６　 　１MXD６　 　⑥MXD２

　⑥MXD２ 　４MXD６　 　４MXD６　

 ５MD７　  　２MD６　  ⑥MD２

１－２ ０－３ １－２
　⑥MXD１ 　２MXD６　 　２MXD６　

　２MXD６　 　１MXD６　 　⑥MXD４

 ５MD７　  　３MD６  　２MD６　 

*取得率により順位を決定する。

0.4691 ３

５ HBTS ０－３ ２９ ７７ 0.3766 ５

４ New 金の土・カネア １－２ ３８ ８１

２ 「すんごいんだから」 ２－１ ４０ ８０ 0.50 ２

３ 明太子フランス ４－０ ７２ １０７ 0.6728 ①

勝敗
取得ｹﾞ
－ﾑ数
（Ａ）

全ｹﾞ－ﾑ
数（Ｂ）

取得率
（Ａ/Ｂ） 順位

１ レゴタウン　red １－２ ３５

TEAM NAME １ ２ ３ ４ 5

８６ 0.4070 ４

３

５ あんぐる ０－３ ５

４ can not upgrade ２－１

２ チームNISHIGORI １－２ ４

３ team.je.vis ２－２ ２

勝敗
取得ｹﾞ
－ﾑ数
（Ａ）

全ｹﾞ－ﾑ
数（Ｂ）

取得率
（Ａ/Ｂ） 順位

１ おんぶにだっこ ３－０

TEAM NAME １ ２ ３ ４ 5

①



【平成２７年度「テニスの日」グループ対抗テニス大会】

Ｃリ－グ コートNO.5,6  6ゲームマッチ（ノーアド）

１－２ ０－３ ０－３
　４MXD６　 　０MXD６　 　３MXD６　

　０MXD６　 　１MXD６　 　５MXD７　

 　⑦MD５  　４MD６　  　４MD６　 

２－１ ３－０ ２－１
　⑥MXD４ 　⑥MXD１ 　⑦MXD６

　⑥MXD０ 　⑥MXD３ 　１MXD６　

 　５MD７　  　⑥MD３  　⑥MD２

３－０ ０－３ １－２
　⑥MXD０ 　１MXD６　 　３MXD６　

　⑥MXD１ 　３MXD６　 　２MXD６　

 　⑥MD４  　３MD６　  　⑥MD２

３－０ １－２ ２－１
　⑥MXD３ 　６MXD７　 　⑥MXD３

　⑦MXD５ 　⑥MXD１ 　⑥MXD２

 　⑥MD４  　２MD６　  　２MD６　 

*取得率は、３チームが同じ勝敗になった場合にのみ適用する。

【平成２７年度「テニスの日」グループ対抗テニス大会】

Ｄリ－グ コートNO.7,8  6ゲームマッチ（ノーアド）

２－１ １－２ ２－１
　６MXD７（5）　　３MXD６　 　⑥MXD０

　⑥MXD２ 　⑥MXD３ 　５MXD７　

 　⑥MD３  　５MD７　  　⑥MD４

１－２ ２－１ ２－１
　⑦MXD６（5）　 　⑥MXD４　⑥MXD４　

　２MXD６　 　３MXD６　 　⑥MXD４

 　３MD６　  　⑦MD５  　４MD６　 

２－１ １－２ １－２
　⑥MXD３ 　４MXD６　 　１MXD６　

　３MXD６　 　⑥MXD３ 　⑥MXD２

 　⑦MD６  　５MD７　  　２MD６　 

１－２ １－２ ２－１
　０MXD６　 　４MXD６　 　⑥MXD１

　⑦MXD５ 　４MXD６　 　２MXD６　

 　４MD６　  　⑥MD４  　⑥MD２

*取得率は、３チームが同じ勝敗になった場合にのみ適用する。

【平成２７年度「テニスの日」グループ対抗テニス大会】

Eリ－グ コートNO.9,10  6ゲームマッチ（ノーアド）

２－１ ２－１ ３－０
　⑥MXD３ 　⑦MXD５ 　⑥MXD２

　⑥MXD２ 　４MXD６　 　⑥MXD４

 ４MＤ６  ⑥MD０  ⑦MD５

１－２ １－２ １－２
　３MXD６　 　⑥MXD３ 　１MXD６　

　２MXD６　 　１MXD６　 　⑥MXD３

 ⑥MD４  １MD６　  １MD６ 

１－２ ２－１ ２－１
　５MXD７　 　３MXD６　 　⑥MXD３

　⑥MXD４ 　⑥MXD１ 　１MXD６　

 ０MD６　  ⑥MD１  ⑥MD１

０－３ ２－１ １－３
　２MXD６　 　⑥MXD１ 　３MXD６　

　４MXD６　 　３MXD６　 　⑥MXD１

 　５MD７　  ⑥MD１  　１MD６　 

*取得率は、３チームが同じ勝敗になった場合にのみ適用する。

４ キラキラ☆　おとうさん ２－１ ３

３ じょにーず事務所(課長） ２－１

２ ファイティン！ ０－３ ４

２

取得ｹﾞ
－ﾑ数
（Ａ）

全ｹﾞ－ﾑ
数（Ｂ）

取得率
（Ａ/Ｂ）

順位

１ 祝☆ピロ ３－０

TEAM NAME １ ２ ３ ４ 勝敗

①

４ 神様はテニスコートにいる １－２ ３

３ ねこぱんち １－２

２ MANATEE ２－１ ２

４

取得ｹﾞ
－ﾑ数
（Ａ）

全ｹﾞ－ﾑ
数（Ｂ）

取得率
（Ａ/Ｂ） 順位

１ 香川県テニス協会 ２－１

TEAM NAME １ ２ ３ ４ 勝敗

①

４ おじょも伝説 ２－１ ２

３ らりるれローン １－２

２ SKD ６ ３－０ ①

３

取得ｹﾞ
－ﾑ数
（Ａ）

全ｹﾞ－ﾑ
数（Ｂ）

取得率
（Ａ/Ｂ） 順位

１ レゴタウン　green ０－３

TEAM NAME １ ２ ３ ４ 勝敗

４



【平成２７年度「テニスの日」グループ対抗テニス大会】

Ｆリ－グ コートNO.11,12  6ゲームマッチ（ノーアド）

１－２ ３－０ ２－１
　１MXD６　 　⑥MXD３ 　２MXD６　

　⑥MXD３ 　⑥MXD４ 　⑥MXD２

 　４MD６　  　⑥MD１  　⑥MD１

２－１ １－２ ２－１
　⑥MXD１ 　４MXD６　 　⑥MXD１

　３MXD６　 　⑥MXD３ 　５MXD７　

 　⑥MD４  　６MD７　  　⑥MD２

０－２ ２－１ ２－１
　３MXD６　 　⑥MXD４ 　⑥MXD４

　４MXD６　 　３MXD６　 　０MXD６　

 　１MD６　  　⑦MD６  　⑥MD２

１－２ １－２ １－２
　⑥MXD２ 　１MXD６　 　４MXD６　

　２MXD６　 　⑦MXD５ 　⑥MXD０

 　１MD６　  　２MD６　  　２MD６　 

*取得率は、３チームが同じ勝敗になった場合にのみ適用する。

【平成２７年度「テニスの日」グループ対抗テニス大会】

Ｇリ－グ コートNO.13,14  6ゲームマッチ（ノーアド）

２－１ ３－０ ２－１
　⑥MXD１ 　⑥MXD１ 　⑥MXD３

　⑥MXD１ 　⑦MXD５ 　⑥MXD１

 ４MD６　  　⑥MD２  　３MD６　 

１－２ １－２ １－２
　１MXD６　 　２MXD６　 　５MXD７　

　１MXD６　 　３MXD６　 　⑥MXD０

 　⑥MD４  　⑥MD２  　０MD６　 

０－３ ２－１ １－２
　１MXD６　 　⑥MXD２ 　３MXD６　

　５MXD７　 　⑥MXD３ 　⑥MXD０

 　２MD６　  　２MD６　  　１MD６　 

１－２ ２－１ ２－１
　３MXD６　 　⑦MXD５ 　⑥MXD３

　１MXD６　 　０MXD６　 　０MXD６　

 　⑥MD３  　⑥MD０  　⑥MD１

*取得率は、３チームが同じ勝敗になった場合にのみ適用する。

【平成２７年度「テニスの日」グループ対抗テニス大会】

Ｈリ－グ コートNO.15,16  6ゲームマッチ（ノーアド）

3-0 １－３ ２－１
　⑥MXD３ 　6MXD７ ⑦MXD５

　⑥MXD４ 　６MXD７　 　３MXD６　

 　⑥MD１  ⑥MD１  ⑥MD１

0-3 1-2 0-3
　３MXD６　 　⑦MXD５ ０MXD６　

　４MXD６　 　０MXD６　 ２MXD６　

１MD６　 ０MD６　  ３MD６　 

２－１ ２－１ ２－１
　⑦MXD６ 　５MXD７　 　⑦MXD６

　⑦MXD６ 　⑥MXD０ 　１MXD６　

 １MD６　  ⑥MD０  ⑥MD２

１－２ 3-0 1-2
　５MXD７　 　⑥MXD０ 　６MXD７　

　⑥MXD３ 　⑥MXD２ 　⑥MXD１

 １MD６　 ⑥MD３  ２MD６ 

*取得率は、３チームが同じ勝敗になった場合にのみ適用する。

①

0.4390

①

２

４ てにぷり達 １－２ ３

３ Exactly（そのとおりでございます） ３－０

２ Ｋ Ｔ Ｃ 0-3 ４

取得ｹﾞ
－ﾑ数
（Ａ）

全ｹﾞ－ﾑ
数（Ｂ）

取得率
（Ａ/Ｂ）

順位

１ とり奉行　骨付じゅうじゅう ２－１

TEAM NAME １ ２ ３ ４ 勝敗

４ はっしゃんチーム ２－１ ２

３ ぬーさん帰国中 １－２ ３

２
Team スパルタンJ
～secret  weapon～

０－３ ４

取得ｹﾞ
－ﾑ数
（Ａ）

全ｹﾞ－ﾑ
数（Ｂ）

取得率
（Ａ/Ｂ）

順位

１ ナイスファイト！！ ３－０

TEAM NAME １ ２ ３ ４ 勝敗

４ 丸亀晴男女 ０－３ ４

３ じょにーず事務所(平社員） ２－１ 36 82

２
Ｆａｉｒ　Ｗｉｎｄ
～かかってきなさい若人よ～

２－１ 48 85 0.5647 ２

３

取得ｹﾞ
－ﾑ数
（Ａ）

全ｹﾞ－ﾑ
数（Ｂ）

取得率
（Ａ/Ｂ） 順位

１ Neo 金の土・カネア ２－１ 43 75

TEAM NAME １ ２ ３ ４ 勝敗

0.5733 ①



【平成２７年度「テニスの日」グループ対抗テニス大会】

Iリ－グ コートNO.17,18  6ゲームマッチ（ノーアド）

３－０ ３－０ ３－０
　⑥MXD１ 　⑥MXD０ 　⑥MXD１

　⑦MXD６（2）　　⑥MXD０ 　⑥MXD１

 ⑥MD２  ⑥MD０  ⑥MD４

０－３ ３－０ ３－０
　１MXD６　 　⑥MXD３ 　⑥MXD１

　６MXD７（2）　 　⑥MXD２ 　⑥MXD３

 　MD６　  　MD０  ⑥MD０

０－３ ０－３ ０－３
　０MXD６　 　３MXD６　 　１MXD６　

　０MXD６　 　２MX６D　 　０MXD６　

 　MD６　  ０MD６　 ２ MD６　 

０－３ ０－３ ３－０
　１MXD６　 　１MXD６　 　⑥MXD１

　１MXD６　 　３MXD６　 　⑥MXD０

 ４MD６　  　MD６　  ⑥　MD２

*取得率は、３チームが同じ勝敗になった場合にのみ適用する。

【平成２７年度「テニスの日」グループ対抗テニス大会】

Ｊリ－グ コートNO.19,20  6ゲームマッチ（ノーアド）

１－２ ０－３ ０－３
　６MXD７　 　２MXD６　 　１MXD６　

　⑥MXD１ 　３MXD６　 　３MXD６　

 　３MD６　  ４MD６　  ５MD７　 

２－１ ０－２ ０－３
　⑦MXD６ 　０MXD６　 　２MXD６　

　１MXD６　 　１MXD６　 　０MXD６　

 ⑥MD３  　MD　 　６MD７　 

３－０ ２－０ ２－１
　⑥MXD２ 　⑥MXD０ 　⑥MXD２

　⑥MXD３ 　⑥MXD１ 　４MXD６　

⑥MD４  　MD　  ⑥MD２

３－０ ３－０ １－２
　⑥MXD１ 　⑥MXD２ 　２MXD６　

　⑥MXD３ 　⑥MXD０ 　⑥MXD４

 ⑦MD５ ⑦MD６  ２MD６　 

*取得率は、３チームが同じ勝敗になった場合にのみ適用する。

４

４

①

４ テニス好き ２－１ ２

３ arrows ３－０ ①

２ はんずぼんず １－２ ３

取得ｹﾞ
－ﾑ数
（Ａ）

全ｹﾞ－ﾑ
数（Ｂ）

取得率
（Ａ/Ｂ）

順位

１ ボンバーズ ONE ０－３

TEAM NAME １ ２ ３ ４ 勝敗

４ 月曜からテニス １－２ ３

３ チーム　shin ０－３

２ TEAM Sport Utility Vehicle ２－１ ２

取得ｹﾞ
－ﾑ数
（Ａ）

全ｹﾞ－ﾑ
数（Ｂ）

取得率
（Ａ/Ｂ） 順位

１ ふー６ず ３－０

TEAM NAME １ ２ ３ ４ 勝敗



【達人】認定者（１０分間達成）

氏　　名

太田　昴甫

堤　直規

山崎　裕士

山崎　由紀子

藤村　哲司

原　小百合

7

9

10

8

5

6

グ　ル　ー　プ　名

２０１５テニスの日 100万人ボレーボレー
（ノーバウンドで連続ボレーボレー）

team.je.vis

ふー６ず

1

2

3

4

明太子フランス

team.je.vis

ふー６ず

明太子フランス



【五段】認定者（５分以上達成）

氏　　名

森　広樹

宮崎　広太郎

天雲　俊介

堀　圭吾

湊本　綾子

国宗　佳来

小礒　淳一

吉野　隆志

２０１５テニスの日 100万人ボレーボレー
（ノーバウンドで連続ボレーボレー）

グ　ル　ー　プ　名

1

じょにーず事務所(平社員）

じょにーず事務所(課長）

2

New 金の土・カネア

New 金の土・カネア

3

明太子フランス

明太子フランス

4

とり奉行　骨付じゅうじゅう

とり奉行　骨付じゅうじゅう

5

10

6

7

8

9



【三段】認定者（３分以上達成）

氏　　名

豊谷　健二

豊谷　明

中井　為雄

津川　直美

上杉　直幹

朝比奈　竜平

香川　康雄

香川　ひとみ

住友　昭斗

高岸　宏樹

角道　紀文

大平　拓真

檜　信弘

沼田　英延

伊野 広紀

坂上　聡明

9

10

7

ボンバーズ ONE

ボンバーズ ONE

8

Ｋ Ｔ Ｃ

Ｋ Ｔ Ｃ

丸亀晴男女
（まるがめせいめんじょ）

２０１５テニスの日 100万人ボレーボレー
（ノーバウンドで連続ボレーボレー）

5

SKD ６

SKD ６

グ　ル　ー　プ　名

レゴタウン　green

4

ファイティン！

ファイティン！

1

はっしゃんチーム

はっしゃんチーム

2

丸亀晴男女
（まるがめせいめんじょ）

6

Team スパルタンJ
～secret  weapon～

Team スパルタンJ
～secret  weapon～

3

レゴタウン　green


