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チーム名 キャプテン 選　　　　手　　　　名

1 らららクリニック 田仲 田仲、豊田、酒井、中園、小林、高橋

2 佐倉スポーレ2 玉重 久保、野本、高木、島森、小沼、玉重

3 スイートみさわ 渡邊 水野、沢出、鈴木、飯泉、冨田、渡邊

4 チーム　M 戸田 戸田、鈴木、高橋、内田、岩倉、塙

5 キュリオス 古西 澤田、村中、平山、磯野、森田、古西

6 チェリーブロッサム 岩井 岩井、小御門、八角、近藤、坂口、岩井、松田

7 混ぜごはん 大木 大木、内田、宮澤、山下、三橋、山上

8 チームY.D.O 櫛田 櫛田、菊地、蓑津、菅原、畠山、大熊

9 ブブ 近藤 枅川、和田、河村、北山、矢澤、近藤、林

10 佐倉スポーレ1 渡邉 寺田、澤田、高椅、石毛、佐野、渡邉、阿部

11 マカロン 小林 中山、皆川、石倉、稲箸、池田、小林

12 宮田大サーカス 宮田 宮田、小野田、山口、吉沢、笹原、辻野

13 ももちゃんといっしょ フォクト 中、野口、奥津、山川、三縄、フォクト

14 ろくなもんじゃねぇ～ 永淵 宇田川、小川、石崎、神保、竹内、永淵、二宮、高石

15 マーキュリー 横川 池田、一瀬、岡田、神崎、村井、横川

16 ベリーベリー 小山 秋田、佐藤、島田、長谷部、宮本、小山

17 プリンアラモード 若林 海保、若林、服部、関川、春木、岩井

18 楠とその仲間達 大牧 大牧、市川、橋本、山本、宮内、高梨

19 モンブラン 小山 青木、石橋、栗城、近藤、佐々木、羽石、大内

20 元気もりもり 古本 加藤、黒田、小林、多島、古本、山崎

チーム名 キャプテン 選　　　　手　　　　名

1 チームマダム 片山 岡村、斎藤、島袋、永島、牧、片山

2 ひよっこ6 池淵 池淵、大出、竹村、三好、菊池、吉田、杉山

3 ハングリー 藤田 藤田、渋沢、野口、渡会、高安、久保木

4 チームKenチャン`s 中西 中西、越川、中村、穴倉、坂本、加藤、増田

5 ETCスマイル 山崎 永田、清田、平尾、越川、渡辺、山崎
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