
まだまだヒヨコ 頑張り隊

30 21
まだまだヒヨコ ラピスラズリ

30 21

タックル ラピスラズリ

30 30
まだまだヒヨコ ラピスラズリ

30 21
ごちゃまぜパワー マイルドブレンド

21 30
ごちゃまぜパワー マイルドブレンド

21 21

花組 ひまわり

21 30
ドリルせんのかい！ ブイ

21 30
まるごと元気者 チーム　ピョン太

30 30
がんばれ！わたし チーム　ピョン太

21 21
がんばれ！わたし ＭＥＲＭＡＩＤＯ＋

21 21
ドリルせんのかい！ ブイ

30 30
ハイタッチでＧＯ～ ポジティブでＧＯ！

30 30
ドリルせんのかい！ ブイ

30 30
ドリルせんのかい！ ブイ

30 30
レボリューション ブイ

30 30

レボリューション Ｊｕｒａｓｓｉｃ

30 21
レボリューション Ｊｕｒａｓｓｉｃ

30 30
チームりか ボンジュールマダム

21 21
レボリューション ちびっ子番長

30 21
あっちこっちのっち ３組の矢

21 30
あっちこっちのっち ちびっ子番長

30 30

七福神 ちびっ子番長

21 30
レボリューション ちびっ子番長

30 21
ラブちゃんズ チームさむらい

30 21
ラブちゃんズ 奈良づけーズ

21 21
黒ヒョウとシマウマ 奈良づけーズ

21 21
ラブちゃんズ シークレットタイム

21 30

よ～会 ヨウカイ軍団

30 20
ざっくばらん シークレットタイム

21 №1 21
ざっくばらん №2 シークレットタイム

30 №3-4 30

№3-4

　　一般・予選ラウンド

レボリューション
ブイ

　　マリンテニスパーク北村

1 まだまだヒヨコ 頑張り隊 33

2 おとうふメンタル ＪＯＹＦＵＬ

4 タックル ラピスラズリ 36

34

3 Ｔカンパニー 真田山の子分たち 35

6 ケ・セラ・セラ 進撃のおばちゃん 38

5 ごちゃまぜパワー マイルドブレンド 37

8 あばれん坊 ひまわり 40

7 花組 らすかる 39

10 まるごと元気者 ＡＰＰＬ 42

9 Ａ・ＣＵＢＥ チーム　ピョン太 41

12 がんばれ！わたし ＭＥＲＭＡＩＤＯ＋ 44

11 ミス真田山 そろそろ芽を出し隊 43

ランラン ポジティブでＧＯ！

13 ハイタッチでＧＯ～ 睡蓮会 45

16 ドリルせんのかい！ ブイ 48

46

15 ベアーズ 南陀神田隼プラス１ 47

14

18 一本集中 せんしゅうジェンヌ 50

17 レボリューション Ｊｕｒａｓｓｉｃ 49

20 チームりか ボンジュールマダム 52

19 なでしこベアーズ でんでん太鼓 51

22 安心してね。 ３組の矢 54

21 あっちこっちのっち 粘～Give　ＵＰ 53

24 七福神 ちびっ子番長 56

23 セクタプルA なるかみつき 55

26 ラブちゃんズ ピオーネ 58

25 ＯＢＢ チームさむらい 57

28 黒ヒョウとシマウマ Ｔ　ガールズ 60

27 ハッピーイースター 奈良づけーズ 59

30 よ～会 チーム火曜日 62
＜シード＞

29 ヨロピーク ヨウカイ軍団 61

31 ダイヤモンドパンチ 中百舌鳥の美魔女 63
まだまだヒヨコ

シークレットタイム

32 ざっくばらん シークレットタイム 64
ブイ

レボリューション



マリンテニスパーク北村
ドロー№ チーム名

1 まだまだヒヨコ 鍋島 恵美子 南口 理絵 辻尾 育美 橘 理恵 金井 あずさ 阪口 敦子

2 おとうふメンタル 西村 由起子 有吉 英子 松岡 洋子 城村直美 澤田 理恵 奥田 早苗
3 Ｔカンパニー 長谷川 矢千子 掛川 恵美子 松尾 ひろ子 寺平 裕子 松井 紀美子 中村 かおり

4 タックル 藤田 ユキ子 畑 則子 保川 真優美 博多 洋子 細見 雪代 新田 佳織
5 ごちゃまぜパワー 安田 恵子 井上 美和 宮原 良子 八谷 美加 濱崎 綾子 乾 久美子

6 ケ・セラ・セラ 辻 文代 越部 孝佳代 藤田 恵津子 西川 雅子 川端 智和子 小川 陽子

7 花組 嶋野 由子 玉木 ひとみ 右松 浩子 上林 祐子 宮本　真美子 坂元 さわか

8 あばれん坊 佐藤 幸子 仲村 優子 杉村 京子 吉井 浩世 西村 恭子 笹山 和歌子
9 Ａ・ＣＵＢＥ 森下 多美 須田 祐子 大野 リカ 高嶋 加代子 城村 香 松本 久代

10 まるごと元気者 野尻 むつ子 小島 啓子 松本 美代 船本 千津子 小松 美千代 林 知恵子

11 ミス真田山 久川　悦子 宮村 佐栄子 浜家 登志子 兵頭 かおり 長谷川 せつこ 稲津 京子
12 がんばれ！わたし 小松 純子 讃井 知佳子 大井 由美子 山下 史江 土橋 慶子 吉野 恵

13 ハイタッチでＧＯ～ 山根 千代美 蜂須賀 禎子 貝塚 和代 増田 和代 木村 恵美子 西田 恵利
14 ランラン 後藤 きみよ 谷口 啓子 安藤 恵子 太田 記子 辻野 清美 菊池 光美

15 ベアーズ 細井 弥生 中井 真砂子 樫田 紀子 宮武 文子 篠田 玲子 松下 みどり

16 ドリルせんのかい！ 山口 智子 窪田 祐子 永田 里美 木村 みよこ 福家 宜美 前島 奈生美
17 レボリューション 西廼 稚子 小城 直美 佐竹 美樹 国友 美恵子 南野 麻衣 大山 由希

18 一本集中 杉本 佳子 岩津 敬子 橋中 明子 松岡 友子 山本 節子 吉田 裕美子
19 なでしこベアーズ 吉井 仁美 田邨 ゆき子 奥野 登紀子 木村 祐子 槌谷 都 三浦 薫

20 チームりか 今井 里香 八木 圭子 下渕 千恵 高津 文子 藤田 暁子 塩瀬 由紀
21 あっちこっちのっち 松波 由里子 森 徳子 中埜 周子 吉本 洋子 長井 直子 秀高 早苗

22 安心してね。 林 佳月子 加藤 京子 岡 千絵 佐藤 理恵 南 順子 安部 くみ子
23 セクタプルA 南島 慶維 安田 孝江 谷 晴代 西山 有子 西村 京子 中森 三智子

24 七福神 徳田 順子 西村 章美 藤原 早希江 松岡　祐子 桃田 清美 西川 美穂
25 ＯＢＢ 津村 弘子 平見 郁子 岩崎 智子 塚 雅美 上原 小夜美 仁木 純子
26 ラブちゃんズ 増田 真澄 長谷川 紫穂 飯塚 麗子 平田 瑞恵 松下 奈緒子 梶本 礼子
27 ハッピーイースター 吉村 嘉津美 藤原 昌子 藤下 由利子 森田 靖子 岡所 由美子 高橋 裕子

28 黒ヒョウとシマウマ 関口 順子 高向 恵 友田 恵都子 辻 喜久 中谷 美紀 藤岡 みのり
29 ヨロピーク 宮崎 幸子 江口 真由美 中谷 多美 辻 真由美 大前 章子 向井 静
30 よ～会 宮﨑 洋子 松永 香代子 渡辺 仁美 上田 美佐 瀧本 千代 酒井 淳子
31 ダイヤモンドパンチ 大仁 浩子 大嶋 圭子 東口 賀由子 山本 圭子 山本 厚子 橋本 一恵
32 ざっくばらん 築山 治美 下美 沢子 内藤 弘恵 大西 育子 隅蔵 宜子 池田 博子

33 頑張り隊 北川 章代 鮎川 知加子 橋本 佳代 及川 貴美 石川 ひろみ 松阪 伸子
34 ＪＯＹＦＵＬ 石井 美智代 島内 久美子 上村 周子 濱田 里利 高原 好美 小林 千秋
35 真田山の子分たち 藤井 恵子 稲谷 千浪 白崎 智子 津田 芳子 永川 尚子 和田 ゆかり

36 ラピスラズリ 山本 美奈 中谷 裕三子 馬場 みゆき 藤田 紀子 浅井 優子 北山 智佳
37 マイルドブレンド 渋谷 英津子 藤木 真奈美 池辺 優花 長木 裕子 林 恵理子 齋藤 依理子
38 進撃のおばちゃん 長沼 光世 布村 香織 梶 好江 笹岡 かおる 野上 陽子 南 綾子
39 らすかる 廣瀬 よし子 増田 由佳子 飯澤 加津子 清中 順子 今井 由美子 置田 恵津
40 ひまわり 吉田 和子 金子 薫 土屋 祐子 平見 由美 勝田 香代子 山口 久枝 

41 チーム　ピョン太 矢野 由可 坂口 直子 東 高子 柴田 由紀 木下 芽代子 竹内 直美

42 ＡＰＰＬ 辻岡 展子 川崎 美和 宮村 みゆき 石川 悦代 近藤 尚子 水野 明子
43 そろそろ芽を出し隊 野竹 明美 横井 あや 西 貴子 野内 はるえ 丸谷 朋子 城村 美和
44 ＭＥＲＭＡＩＤＯ＋ 森本 由美子 住 浩美 抱 陽子 峯下 祥子 上原 恵美 池田 さとみ

45 睡蓮会 平井 俊子 南口 弘美 幾田 律子 松村 尚子 村本 明美 柴谷 享子

46 ポジティブでＧＯ！ 神山 初美 芝池 浩子 藤澤 由美子 倉石 明子 島田 祐子 藤井 麻子

47 南陀神田隼プラス１ 西 圭以子 南口 典子 武江 みどり 山口 晴美 山田 直美 恵比寿 恵子
48 ブイ 後藤 苗美 北島 久子 池田 花 四宮 美紀 杉本 晴菜 杉本 美弥子

49 Ｊｕｒａｓｓｉｃ 柿本 嘉代子 田辺 賀代子 田中 知子 中峯 敦子 木村 理代 増田 綾子

50 せんしゅうジェンヌ 牧 尚子 藤田 宏美 田尻 佳予子 荒木 紀子 北野 由香 野口 東
51 でんでん太鼓 山内 侯子 岡田 千佳 辻 祐子 藤本 佐苗 松本 昌子 藤本 真理

52 ボンジュールマダム 堀井 幸子 坂本 真佐美 猶原 智子 権田 淳子 田中 道代 松本 綾子
53 粘～Give　ＵＰ 川本 恵美 大塚 芳枝 高橋 直子 東野 淳子 熊谷 直子 藤田 智子

54 ３組の矢 中村 恵子 疋田 知子 西上 久仁子 東 のり子 鬼岩 幸代 安井 恵美子

55 なるかみつき 池田 実希子 坂田 薫 市丸 ユウコ 武田 朋子 福田 夏絵 妹尾 ちよみ
56 ちびっ子番長 中村 園子 鈴木 百合子 神沢 正世 田中 英美 野々村 晴美 村田 利江子

57 チームさむらい 森北 真弓 永橋 光恵 浅島 裕子 門脇 静香 前田 広栄 絹田 絹代
58 ピオーネ 喜多代 邦子 出田 めぐみ 沖津 育子 甲斐 千恵 金田 芳美 長野 峰子

59 奈良づけーズ 山地 洋子 中村 紀子 工藤 桂子 中山 摩巳子 本間 千賀子 黒松 寿子
60 Ｔ　ガールズ 小出 由美 池田 理恵子 栗山 久恵 天宅 陽子 内山 敬子 大木 奈美

61 ヨウカイ軍団 田中 麻美 江川 和代 近藤 朋子 斉藤 恵子 南方 美鳥 古久保 有津子

62 チーム火曜日 西村 佳子 菊地 雅子 西村 友里 立田 和美 松下 笛子 神戸 亜矢子
63 中百舌鳥の美魔女 大縄 ひとみ 川本 勝美 笠原 利栄子 久保 和美 長谷川 優美 山本 園子

64 シークレットタイム 吉見 正子 伊藤 志津 長尾 陽子 三枝 美和 高貝 歩 都甲 まり子

選手名（一番左の選手がキャプテン）



Ｊ－Ｔｈｒｅｅ スマッシュ

30 21

Ｊ－Ｔｈｒｅｅ ペッタンコ

21 21
チームひまわり ペッタンコ

21 21
Ｊ－Ｔｈｒｅｅ 運頼み・神頼み

30 30
ピンキーズ・さゆり やる気スイッチＯＮ

30 30
動物と愉快な人間 運頼み・神頼み

21 30
動物と愉快な人間 運頼み・神頼み

30 30
Ｊ－Ｔｈｒｅｅ 運頼み・神頼み

30 21
アドバンテージです Ｂ６

30 21
アドバンテージです ここから大逆転

21 21
ｗｉｔｈ　ＷＡＶＥ ここから大逆転

30 30
Ｔ．Ｈ．Ｃレディース

21 30
トラッキーズ② ＜シード＞ Ｔ．Ｈ．Ｃレディース

21 №1 30
トラッキーズ② №2 Ｔ．Ｈ．Ｃレディース

21 №3 21
カメレオンアーミー №4 ひめひまわり

30 №5 30

№6

いつもチャレンジ アプローチ

16 よろぴくぴくぴく

8 動物と愉快な人間 運頼み・神頼み

10 アドバンテージです Ｂ６

5 びっくりぽん やる気スイッチＯＮ 21

24

6 ピンキーズ・さゆり テニスでＧＯ！

あくびちゃん

22

　　一般・予選ラウンド 　　　　　　万博テニスガーデン

1 Ｊ－Ｔｈｒｅｅ スマッシュ 17

ペッタンコ 20

3 19

2 ＴＧＬサリーズ モンキッキーズ 18

4 チームひまわり

運頼み・神頼み
21

7 23

26

9 グリーンアイランド 箕面六婆庭球人 25

相棒６

12 ｗｉｔｈ　ＷＡＶＥ 隼　進化中 28

13

27

29

Ｊｕｎｅフェアリー ここから大逆転11

トラッキーズ② Ｔ．Ｈ．Ｃレディース

糸目新喜劇

Ｊ－Ｔｈｒｅｅ

キラキラ ＰＬＵＭＥ

白百合学園庭球部

アップルマンゴー

ひめひまわり 32
ダッフィーズ

ひめひまわり

30

15 カメレオンアーミー テニ友 31

14



白百合学園庭球部 たのしい仲間

30 21
白百合学園庭球部 ラフ＆ピース

30 30
Ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇ ラフ＆ピース

21 30
白百合学園庭球部 ラフ＆ピース

30 21
フォーチューンクッキー くまモンだモン！

30 21
フォーチューンクッキー スーパードライ

30 30
四つ葉のクローバー スーパードライ

21 20
白百合学園庭球部 ラフ＆ピース

21 21
レッツゴー６匹 びっくりぽんず

30 21
ハッピーリターンズ びっくりぽんず

30 21
ハッピーリターンズ チーム　ポレポレ

21 30
ハッピーリターンズ ダッフィーズ

30 30
ハッピー野郎 ＜シード＞ ＹＤＪ　４６

21 №1 30
ハッピー野郎 №2 ダッフィーズ

21 №3 21
ラブオール №4 ダッフィーズ

30 №5 30

№6

　　一般・予選ラウンド 　　　　　　万博テニスガーデン

33 白百合学園庭球部 ピンチレディー 49

50

53

36 レモンスカッシュ ラフ＆ピース 52

35 Ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇ はじめまして 51

37 フォーチューンクッキー Ｔｕｅｓｄａｙ

40 四つ葉のクローバー スーパードライ

あるプスの少女たち 白百合学園
庭球部
30

34 ドラゴンエース たのしい仲間

56

54

39 シュランシュラン チキンハート 55

38

テニスを楽しみ隊 びっくりぽんず 58

41 レッツゴー６匹 チーム”Ｑ””（ギュウ） 57

くまモンだモン！

44 プリティ・ウーマン エースをねらえん！？ 60

43 ハッピーリターンズ チーム　ポレポレ 59

42

Ｊ－Ｔｈｒｅｅ
ＹＤＪ　４６

45 でこポンズ ＪＥＷＥＬＳ 61

62
白百合学園庭球部

46 ハッピー野郎

47 ＥＸＰＯ１６Ｊｕｎ
アップルマンゴー

一致団結 63
糸目新喜劇

64
ひめひまわり

48 ラブオール
ダッフィーズ

ダッフィーズ



アップルマンゴー チームＫ・ドリーム

30 21
アップルマンゴー パチパチはん

30 30
アクアマリン パチパチはん

21 30
アップルマンゴー ジャジャジャーン

30 21
エッグスプリング ジャジャジャーン

21 30
エッグスプリング ジャジャジャーン

21 21
たけのこＳＩＸ トラッキーズ①

30 21
アップルマンゴー 糸目新喜劇

30 30
チームＡＢＣＤ バディーズ

30 30
チャレンジャー６ ステップ・ジャンプ

21 21
チャレンジャー６ ステップ・ジャンプ

30 30
テニコミＬＯＶＥ部 糸目新喜劇

30 30
テニコミＬＯＶＥ部 ＜シード＞ スパークリング

21 №1 21
テニコミＬＯＶＥ部 №2 糸目新喜劇

30 №3 30
萌えろいい女 №4 糸目新喜劇

21 №5 30

№6
96

ダッフィーズ

ひめひまわり

テニコミＬＯＶＥ部 スパークリング

糸目新喜劇

80 ぽりちゃんズ　２ 糸目新喜劇

77 チームＫチルドレン テニスナッツ 93

94

79 萌えろいい女 そんなバナナ！！ 95

78

75 チャレンジャー６ エースをねらえ 91

76 爆打ち ステップ・ジャンプ 92

88

74 プリチィグリーンズ バディーズ 90

73 チームＡＢＣＤ ラッキー６

85

70

スイートボテコ 87

72

エッグスプリング Ｂ・Ｓｔａｒｓ 86

たけのこＳＩＸ トラッキーズ①

71 あとは頼んだ

　　　　　　万博テニスガーデン

65 アップルマンゴー チームＫ・ドリーム 81

　　一般・予選ラウンド

66

ジャジャジャーン

もくいち ダンダンアップ 82

Ｊ－Ｔｈｒｅｅ

白百合学園庭球部

アップルマンゴー

糸目新喜劇
21

89

67 アクアマリン

69 チャランポァーズ

コースをねらえ！！ 83

68 水曜はどうでしょう パチパチはん 84



万博テニスガーデン
ドロー№ チーム名

1 Ｊ－Ｔｈｒｅｅ 中谷 弥穂 井上 和美 古賀 繭子 粕谷 悦子 坂本 美保 栗林 聡子

2 ＴＧＬサリーズ 大久保 紫 瀧口 あかね 王子田 法子 谷村 由美子 中村 裕美 西森 亜希子

3 いつもチャレンジ 花森 寿子 竹村 智子 弘地 美砂代 小西 安樹子 川井 和子 奥井 真子

4 チームひまわり 蒲原 由美子 岡村 裕子 大木 律子 吉中 真澄 藤森 美穂 伊達 規子

5 びっくりぽん 西田 裕紀子 勝下 てるみ 中野 みやず 川口 洋子 倭 直子 樋口 敏子

6 ピンキーズ・さゆり 南方 恭代 池 恵里子 中村 祐子 野島 礼子 藤田 真砂美 青木 由貴子

7 あくびちゃん 香取 洋子 安茂 悦子 藤木 千香子 清水 紀子 長家 章湖 永野 寿江

8 動物と愉快な人間 出野 芳江 加須屋 智里 大橋 由里子 佐々木 充子 田辺 あけみ 安井 泰子

9 グリーンアイランド 大矢 裕子 北川 彰代 森田 恵子 栗山 春美 木全 真知子 久林 知洋美

10 アドバンテージです 友広 明子 定本 敏子 荒川 真奈美 片山 由佳里 矢野 文恵 松本 芳子

11 Ｊｕｎｅフェアリー 八田 弘子 中塚 節子 東方 千鶴 餅 幸枝 松本 敬子 甲斐 厚子

12 ｗｉｔｈ　ＷＡＶＥ 内田 かおり 宮永 則子 岩森 敦子 野口 悦子 大島 八重子 黒松 真実

13 キラキラ 菅原 真理子 南里 淑江 杉本 直子 井手 かおり 東 ひとみ 増井 誠子

14 トラッキーズ② 岡田 美枝子 西田 美和子 森岡 純子 植木 有里 中島 明子 新田 裕子

15 カメレオンアーミー 佐藤 通代 江座 佳奈 嶋津 明美 渡辺 幸子 島瀬 志津子 高橋 あゆみ

16 よろぴくぴくぴく 髙橋 由佳 長岡 博美 坂脇 桂子 東 承子 前平 由佳里 岩元 育子

17 スマッシュ 佐藤 まり子 中川 綾美 久保 実枝子 織田 和子 中谷 真由美 上田 敬子

18 モンキッキーズ 高雲 尚子 大橋 順子 住山 麻美 加藤 麻美 横城 美紀 大西 愛

19 アプローチ 石垣 祐紀枝 亀井 直美 三宅 眞紀 安藤 朋子 濱村 美也子 村橋 宏美

20 ペッタンコ 渋谷 洋子 松岡 恵子 仁野 清美 藤田 麻子 薩摩 美香子 足谷 晶子

21 やる気スイッチＯＮ 山畑 多佳子 善田 賢恵 谷口 雅美 百鳥 年美 今井 えみ 染矢 千雅

22 テニスでＧＯ！ 中田 ヨウ子 四方 真智子 安田 伴子 奥野 みどり 清水 和枝 浦上 知子

23 相棒６ 木村 洋子 林 由佳子 北村 礼子 岸田 基子 富田 温子 田中 桂子

24 運頼み・神頼み 羽田 佳子 清水 路恵 三原 裕子 柳沼 久美子 藤井 朋美 古出 直子

25 箕面六婆庭球人 住川 真理 寺坂 玲子 平山 潤子 中井 京子 川崎 孝子 中村 律子

26 Ｂ６ 高野 明美 西村 圭子 藤山 千恵 碇 博美 長沢 久仁子 松尾 宏美

27 ここから大逆転 清尾 優子 佐伯 仁美 高橋 幸子 日下 真理子 宮内 知子 平野 幸保

28 隼　進化中 金山 貴美 木村 紀 玉西 文子 平野 香 宇佐見 伸江 岡田 早苗

29 ＰＬＵＭＥ 村山 登志子 田村 真理 石田 ゆかり 北沢 康子 藤澤 由紀子 浅田 まり子

30 Ｔ．Ｈ．Ｃレディース 新田 美子 岡崎 真美 星野 初美 山本 亜紀 若木 寛子 宮本 容子

31 テニ友 磯田 千春 上野 友紀子 村田 美智子 松下 千代 強力 絹子 大東 聖子

32 ひめひまわり 田籠 嘉枝子 與那嶺 由紀子 梅原 博美 畠 千佐子 豊田 美和 渡辺 裕子

万博テニスガーデン
ドロー№ チーム名

33 白百合学園庭球部 桜井 りか 宇都宮 陽子 花田 悦子 小林 桂 柳沢 由紀 松岡 直子

34 ドラゴンエース 花岡 陽子 伊藤 幸子 加藤 泰世 高見 やす子 村田 淑子 吉田 雅恵

35 Ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇ 田村 千鶴子 吉澤 範子 野上 友希 久保 小夜子 竹島 美由紀 篠原 尚子

36 レモンスカッシュ 伊藤 美由紀 山本 富美子 米田 英子 黒川 香織 礒﨑 美津恵 奥田 陽子

37 フォーチューンクッキー 谷口 知栄 和田 広栄 宮越 由季 富永 立子 柳川 恵子 松浦 忍

38 あるプスの少女たち 向 礼子 瀬戸 純恵 中村 純子 魚住 聡美 渡邊 恵子 栗田 あゆみ

39 シュランシュラン 岩見 香奈 阿川 久美子 内山 永子 西光 茂美 長谷川 正子 林 晴美

40 四つ葉のクローバー 山口 小波 小川 晶子 西田 裕子 荻野 光代 山内 圭子 楠本 直江

41 レッツゴー６匹 奥野 幸子 梶 明美 加藤 由紀子 樋口 享子 田中 千里 村上 真澄

42 テニスを楽しみ隊 村上 恵子 小室 恵 種田 美由紀 平野 直子 加藤 文子 堀 京子

43 ハッピーリターンズ 山城 千星 岩口 洋子 菅 嘉余子 斉藤 理恵 東 靖子 牧野 弘江

44 プリティ・ウーマン 阪田 千津子 池田 敏江 小原 典子 阪上 晴恵 炭竃 佳子 渡辺 咲子

45 でこポンズ 藤ノ井 順子 伊藤 美恵 山本 弘美 川畑 康子 上地 素子 樽井 順子

46 ハッピー野郎 西村 尚子 嶋津 春美 米原 信予 薮野 容子 佐々木 由紀子 廣瀬 郁子

47 ＥＸＰＯ１６Ｊｕｎ 楠本 弥生 石橋 奈緒子 上堂 頼子 緒方 弥栄子 山中 尚子 藤原 幸子

48 ラブオール 稲村 智子 吉田 由美子 蔦 俊子 木下 由美子 藤田 裕倫子 高田 澄江

49 ピンチレディー 斎藤 千恵 安武 政子 土田 良子 榎谷 貴子 岩城 悦子 中村 桂子

50 たのしい仲間 手原 ミエ子 鈴木 雅子 岩澤 庸子 日南 佳子 宮田 弓佳 橋本 昌美

51 はじめまして 鈴木 舞咲代 斉藤 昭子 内田 えつ子 西山 由紀 武田 章子 佐藤 尚子

52 ラフ＆ピース 百田 サツキ 川嶋 道代 秋月 一美 森田 邦子 瀧本 みさを 鵜川 恒美

53 Ｔｕｅｓｄａｙ 中山 雅子 幸田 由希 川野 みすず 岩上 光世 幸村 節子 平谷 早苗

54 くまモンだモン！ 義川 敬子 坂井 久恵 田中 操 佐々木 久恵 東　千里 野村 恭子

55 チキンハート 芦田 浩子 松下 知子 伊藤 弘恵 塩山 美香 祖父江 美保 糀屋 美智代

56 スーパードライ 尾形 真理 後藤田 久仁子 五代 由加里 奥主 ゆり 濱田 由佳理 山中 洋子

57 チーム”Ｑ””（ギュウ） 金森 扶美枝 吉原 知恵 北田 由美子 牛道 タキ子 近藤 孝子 秋山 貴久子

58 びっくりぽんず 小林 郁子 唐澤 恵美子 小寺 由美 堤 知恵子 熊野 早希子 岡山 奈緒美

59 チーム　ポレポレ 村尾 都 南 美雪 藤田 かおり 上前 加代 梅村 弘子 山下 康子

60 エースをねらえん！？ 塚田 光子 大森 由佳 田井中 法代 谷本 路子 松尾 ゆみ子 木谷 文子

61 ＪＥＷＥＬＳ 依田 里佳子 神阪 みどり 釜野 由美 村田 まきこ 八藤 敏恵 横地 美由紀

62 ＹＤＪ　４６ 石川 日出子 尾上 麻里 佐藤 麻子 井上 さゆり 船場 真紀 丸中 和佳

63 一致団結 西條 典子 北田 浩子 吉村 恵利 飯塚 麗子 本田 みゆき 関口 京子

64 ダッフィーズ 佐藤 博子 北村 美佐緒 川口 知子 高田 暢子 吉岡 ますみ 山口 明子

選手名（一番左の選手がキャプテン）

選手名（一番左の選手がキャプテン）



万博テニスガーデン
ドロー№ チーム名

65 アップルマンゴー 長谷川 眞由美 長安 幹子 三浦 由紀子 上野 寿恵 由上 響子 佐藤 美智代

66 もくいち 江島 園子 矢田部 潤子 中村 由季子 元木 薫 橋本 静美 福嶋 恵子

67 アクアマリン 鈴木 淳子 高橋 由紀子 中村 通子 若見 祥子 藤原 典美 後藤 光枝

68 水曜はどうでしょう 三木 充世 山崎 喜子 佐竹 栄子 鈴木 理香 東谷 芳枝 大久保 清美

69 チャランポァーズ 鈴木 恵子 永田 祐子 中西 直美 中村 一美 鈴木 さつき 辻川 明美

70 エッグスプリング 荻野 典子 植木 江里子 明平 朋子 波多江 陽子 北岡 多佳子 梶　陽

71 あとは頼んだ 丹生谷 真弓 青木 智子 仲野 ゆかり 定兼 由香 今井 房恵 大畠 和江

72 たけのこＳＩＸ 辻田 圭子 木川 春芽 萬成 美紀 野口 真由美 加藤 佐智子 林田 美江

73 チームＡＢＣＤ 山田 裕子 吉田 裕子 山下 百合 吉田 由美子 栗賀 綾子 奥山 幸恵

74 プリチィグリーンズ 野村 佳代子 高橋 禎子 松田 光子 関野 恵子 田澤 富美子 稲内 美樹

75 チャレンジャー６ 井関 准子 片倉 啓子 米倉 美代子 岡本 真澄 岡本 みゆき 間宮 由美子

76 爆打ち 河合 志津 百合藤 真優 猿橋 尚子 奥田 雅美 松本 真由美 藤田 暢子

77 チームＫチルドレン 山﨑 るり 松岡 文子 羽者家 葉子 山口 典子 平松 正子 渡 奈美

78 テニコミＬＯＶＥ部 川田 滋子 川西 和香 須々木 陽子 清水 由以子 野々宮 直美 吉國 圭子

79 萌えろいい女 城戸 みゆき 三井 恵美子 村上 修子 船山 鯉可 長谷部 葉子 吉村 晴美

80 ぽりちゃんズ　２ 山科 美紀 堀江 洋子 西村 朋子 船田 香織 北野 裕子 竹島 麗子

81 チームＫ・ドリーム 松風 蓉右子 広瀬 真寿美 稲葉 洋子 八木 泰子 池田 奈智子 東尾 陽子

82 ダンダンアップ 中村 道子 山本 美希 橋本 ひろみ 梅本 京子 山際 加代子 松村 ふじ子

83 コースをねらえ！！ 中村 陽子 本田 法子 加藤 幸子 栗山 麻奈美 矢野 恭子 河北 あかね

84 パチパチはん 辻本 高代 福長 智美 坂上 恵津子 久米 ひろみ 松浦 和美 藤本 真澄

85 ジャジャジャーン 木本 英子 国本 晴子 木本 美也子 井上 千香恵 松生 千佳 岡本 一美

86 Ｂ・Ｓｔａｒｓ 沼田 純子 石浜 奈妃 小山 聖子 川上 環 藤原 英子 増谷 季子

87 スイートボテコ 岩下 直美 坂口 千鶴子 武藤 淳子 増水 順子 横田 協子 上田 俊美

88 トラッキーズ① 中尾 万晶子 中田 有可子 市橋 直子 松原 みどり 酒井 佳子 清水 久美

89 ラッキー６ 郷原 純子 乾 さおり 野上 正子 山本 春美 秋柴 美子 今井 成子

90 バディーズ 松浦 久美子 長崎 早苗 志水 雅子 飯島 加奈子 宇治野 博子 橋本 智帆

91 エースをねらえ 岸本 敏枝 浜元 ヒロ子 志尾 幸子 河谷 久美子 奥田 祐子 中尾 淳子

92 ステップ・ジャンプ 藤岡 慶子 井村 優子 元川 恭子 谷口 しげみ 舩木 まゆみ 高橋 玲奈

93 テニスナッツ 香山 寿美子 瀧山 映子 木村 牧子 今村 節子 中山 京子 土井 千恵子

94 スパークリング 楠田 綾子 盛岡 綾子 若山 道代 鈴木 悦子 岡田 知子 村松 美奈子

95 そんなバナナ！！ 杉田 幸子 園田 恵子 水木 洋子 山田 幸代 柳橋 房子 直田 みどり

96 糸目新喜劇 西尾 優子 田村 見輪子 田中 恵美子 西居 いく子 丸山 和子 森戸 朋子

選手名（一番左の選手がキャプテン）



ハッピーハーモニー ミラクルＦＳ

ハッピーハーモニー クロワッサンサンド

30 30

チーム楓 クロワッサンサンド

21 30
チームうろこ 爆笑テニス王

21 30
チームうろこ ふもとまなみ

30 30
チームうろこ 爆笑テニス王

30 21
サインはグチョキパ 爆笑テニス王

21 30
チームうろこ 爆笑テニス王

21 30
スーパーゾーン ミックスベリー

30 30
プラチナハート チーム・１０２

30 21
プラチナハート チーム・１０２

30 21
プラチナハート チーム・１０２

21 20
カラフルモンスター むかしはお嬢様

21 30
BーＫＣシスターズ チップとデール

21 30
BーＫＣシスターズ チップとデール

21
チームうろこ あげぽよぽよ

21 30

ひっしのパッチ ファイティンガール

30
ももクロサンランド ダイヤモンドハーツ

21 21
ももクロサンランド ダイヤモンドハーツ

30 21
ももクロサンランド やればできる子

30 21
がんばったごほうび やればできる子

30 21
がんばったごほうび やればできる子

30 30

てんてん 昭和乙女会

30 21

アルゴス あげぽよぽよ

21 30
チームダイナソー ハッピーターン

30 21
らんらんサンランド 同笑会

21 20
らんらんサンランド 同笑会

21 30

アルゴス あげぽよぽよ

30 30

アルゴス チームスタッフ～

30 30

アルゴス あげぽよぽよ

21 №1 30
Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ №2 あげぽよぽよ

№3-4

№3-4

　　一般・予選ラウンド 　住友総合グランドテニスコート

33

2 Bye Bye 34

1 ハッピーハーモニー ミラクルＦＳ

4 ミックスベジタブル 橋本組 36

3 チーム楓 クロワッサンサンド 35

爆笑テニス王 39

5 キャンディボックス Ｍ’ｓジュニア 37

チームうろこ
あげぽよぽよ

8 サインはグチョキパ シビアーに行こう！ 40

6 チームうろこ ふもとまなみ 38

7 わちゃわちゃ

10 よりどりみよこ ミックスベリー 42

9 スーパーゾーン ボスと悪魔と仲間達 41

12 チームびっくりぽん チーム・１０２ 44

11 プラチナハート プリティリボン 43

レインボースマイル むかしはお嬢様

13 カラフルモンスター ぴっころ 45

16 BーＫＣシスターズ チップとデール 48

46

15 北摂バラエティ Bye 47

14

18 Bye リンダーズ 50

17 ひっしのパッチ ファイティンガール 49

20 ももクロサンランド ビューティーリボン 52

19 ハッピーＴＥＮ ダイヤモンドハーツ 51

22 おーいどこいった２ やればできる子 54

21 がんばったごほうび ＴＥＡＭ　ＶＥＮＵＳ 53

24 アバンタージュ セピアファミリー 56

23 てんてん 昭和乙女会 55

26 チームダイナソー ガクちゃんズ 58

25 サムシンググレード ハッピーターン 57

28 らんらんサンランド 同笑会 60

27 Ｍ’ｓ若頭 ポコ・ア・ポコ 59

30 ステップアップし隊 チームスタッフ～ 62
＜シード＞

29 アルゴス どんぐりころろ 61

31 Bye Bye 63
ハッピーハーモニー

あげぽよぽよ

32 Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ あげぽよぽよ 64
チップとデール

ひっしのパッチ



住友総合グランドテニスコート
ドロー№ チーム名

1 ハッピーハーモニー 浅井 真貴 杉下 英里 真貝 真弓 斎藤 多真紀 矢木 菜都子 亀岡 美和

2 Bye

3 チーム楓 伊藤 照乃 井西 裕紀子 大前 眞美子 小池 智子 佐藤 栄子 南 伸子

4 ミックスベジタブル 寺杣 寛子 植田 悦子 木本 幸世 田中 康子 堀田 伊津美 村地 洋子

5 キャンディボックス 辻宅 喜代美 岡田 はや美 今井 雅美 上瀧 美恵子 弓場 郁子 井上 香代子

6 チームうろこ 鈴木 賢美 稲垣 博子 片山 久香 西村 章子 渡井口 靖子 増本 千賀子

7 わちゃわちゃ 永井 京子 熊田 栄 酒見 やすよ 大野 恭子 高橋 利栄子 佐々木 由紀子

8 サインはグチョキパ 中村 和恵 久保 充代 石田 智代 井上 裕紀子 新堂 さゆり 植田 アツ子

9 スーパーゾーン 新谷 理恵 野津 郁子 遠藤 悦子 志水 久栄 西岡 みさほ 和田 智子

10 よりどりみよこ 中野 真紀 田中 有美子 依藤 玲子 東山 志保 吉田 博江 槙 真知子

11 プラチナハート 三谷 美紀子 甘田 宜子 山口 久美子 山本 智恵子 川島 純子 田上 加奈子

12 チームびっくりぽん 吉川 啓子 荒川 佳代子 井上 純代 金子 啓子 小林 純子 服部 京子

13 カラフルモンスター 藤沢 かおる 猜山 照美 矢野 咲美 小林 温子 田中 美樹 鷹取 典子

14 レインボースマイル 田宮 眞理子 林 陽子 香川 玲子 西條 直美 谷原 智香子 山崎 美紀

15 北摂バラエティ 河上 由利子 山内 真由美 大村 宏子 川久保 直美 冨田 純子 北川 未来

16 BーＫＣシスターズ 伊川 友美 重近 弥生 渡邊 豊恵 中尾 みゆき 中谷 尚美 吉井 心美

17 ひっしのパッチ 菊池 康子 伏田 真澄 吉岡 寿美 山下 佳代子 芦田 由美 北濱 裕子

18 Bye

19 ハッピーＴＥＮ 中山 里茶 木下 尚子 川崎 るみ子 田井 佳代 村上 由紀 森脇 三穂

20 ももクロサンランド 李 美奈子 西山 博美 麸山 みちよ 辻 明美 吉田 智子 森本 里美

21 がんばったごほうび 鐘ヶ江 千文 相原 みさ 福井 美由紀 東尾 多美子 山﨑 光 力丸 庸子

22 おーいどこいった２ 大井 美季 中西 雅子 小林 恵子 糸林 元子 荒木 恵美子 七條 朝子

23 てんてん 福井 裕代 千田 和代 松下 恵子 奥村 優子 秋山 朋子 佐々木 智子

24 アバンタージュ 猪塚 ひと美 玉山 容子 藤原 美代子 山中 久美子 宗田 レイ子 櫻井 利枝子

25 サムシンググレード 芦田 久美 前田 幸代 森田 弘美 辻 洋子 瑞山 さちえ 吉村 敬子

26 チームダイナソー 三苫 真由美 井川 真由美 中川 雪子 中嶋 裕美子 上谷 真美 五味 利枝子

27 Ｍ’ｓ若頭 有吉 薫 若松 加奈 高田 博美 菊田 美代子 赤澤 奈都子 阪上 恒美

28 らんらんサンランド 花本 真由美 黒政 由美子 中井 百合恵 亀岡 理恵 加藤 園子 高寺 裕子

29 アルゴス 津崎 雅子 千々岩 知未 大塚 初恵 岩崎 京子 大屋 恵美 安達 裕子

30 ステップアップし隊 水谷 るり子 岡嶋 麻湖 斎藤 朱実 宮武 頼子 宇田 由紀子 筒路 直美

31 Bye

32 Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ 松山 ふみ 中林 友恵 永栄 順子 酒井 真由美 本多 恵子 中村 智子

33 ミラクルＦＳ 野口 保子 駒田 るい子 大路 敦子 佐野 陽子 前田 由美子 渡部 秀子

34 Bye

35 クロワッサンサンド 油野 陽子 石田 真美 須田 智美 吉田 知華子 田中 あゆみ 松尾 千歳

36 橋本組 松永 恵子 三浦 喜久子 柴田 悦子 御幡 裕美 石原 まり子 油納 直子

37 Ｍ’ｓジュニア 石川 直美 高木 幸子 小西 由香 武久 美和 兼子 園子 林 美紀

38 ふもとまなみ 仲林 尚子 松永 きよみ 三浦 洋子 森田 宏子 鞆井 篤子 藤本 初美

39 爆笑テニス王 船橋 美好子 菅 裕美 坊岡 幸子 中西 美絵 北村 冨美子 玉田 年世

40 シビアーに行こう！ 大林 恭子 礒野 由美 久保 香織 橋本 啓子 榊原 幸子 吉田 直美

41 ボスと悪魔と仲間達 塩田 育恵 能田 由美子 細見 美幸 山中 和子 山口 仁美 坂下 久美子

42 ミックスベリー 桜井 深雪 松尾 静枝 野口 親子 渡辺 郷子 松尾 由起子 山崎 育代

43 プリティリボン 細谷 裕見子 伊藤 智子 和田 桂子 岡 則子 國瀬 紀美恵 田辺 敦子

44 チーム・１０２ 山田 真理子 前地 理子 田門 真理子 木村 利果 野口 理恵 丸山 伊津子

45 ぴっころ 西村 麻祐美 吉田 里美 奥田 恵子 村田 有子 松本 英子 谷井 裕子

46 むかしはお嬢様 民野 久美子 橋本 尚美 深堂 ますみ 東野 佳名子 中本 恵子 靏井 直美

47 Bye

48 チップとデール 巖 江美 上田 明子 中川 綾子 角 芳子 友綱 希代 新田 明子

49 ファイティンガール 星野 雅子 谷河 聖子 柳谷 ゆかり 小林 佳子 上野 明代 中尾 裕子

50 リンダーズ 生島 松代 名定 冨美子 柿ケ原 園子 内田 雅子 田中 ひとみ 丹野 美佐

51 ダイヤモンドハーツ 鈴木 京子 中川 真理子 松岡　佐知子 三好 浩子 清水 佐和子 石井 富美江

52 ビューティーリボン 河村 直美 片桐 悦子 加納 敦子 久保 佳代子 吉田 直子 小坂 明美

53 ＴＥＡＭ　ＶＥＮＵＳ 提中 裕子 鈴木 紀子 田中 美千子 徳田 聴美 小林 実枝 羽根 久美子

54 やればできる子 前田 京子 水方 紀代 阿部 善子 山本 裕子 五井 節子 大澤 多美子

55 昭和乙女会 岸木 淳子 清水 みどり 山崎 恵子 池本 麻佐子 角田 千佐登 加藤 晴己

56 セピアファミリー 山﨑 春代 松岡 悟子 岡本 順子 坂本 智子 山本 順子 古本 孝子

57 ハッピーターン 櫟 真由美 湯澤 理香 池浦 政子 藤澤 慶子 寺田 勢津子 岡野 知子

58 ガクちゃんズ 山田 淳子 岩本 ゆか 金木 悦子 佐々本 恵子 角田 智江 山岸 美智子

59 ポコ・ア・ポコ 八塚 恵子 入江 千緒 原田 功子 山下 直美 木村 真弓 中井 美紀子

60 同笑会 谷原 元子 兼任 幸子 藤原 陽子 田中 さおり 平田 尚美 河原 由里夏

61 どんぐりころろ 松本 三枝 内藤 妙子 村田 雅子 安達 淳子 坪倉 知佐子 高木 美智子

62 チームスタッフ～ 井上 美佐子 牛田 征子 中村 かおり 横山 典子 藤井 孝子 奥内 あかね

63 Bye

64 あげぽよぽよ 早野 知実 兼田 由賀里 浦西 敬子 福村 里紗 堀井 優子 榊 淳子

選手名（一番左の選手がキャプテン）



ビーナススマッシュ 三宅組

ビーナススマッシュ 三宅組

30 21
どＭ！ＧＯＧＯ６ ライオンハート

30
ビーナススマッシュ 試合のあとは整体

30 30
あとはよろしく 丹波の原石かもネ！

21 21
たけのこＫＩＤＳ 試合のあとは整体

21 30
たけのこＫＩＤＳ 試合のあとは整体

ビーナススマッシュ ツル子デラックス

30 21
きゅうりＵターン ファンタスティック！

きゅうりＵターン ＲＹＵＳＥＩ

30 30
離宮の素敵な仲間達 ＲＹＵＳＥＩ

21
きゅうりＵターン ツル子デラックス

21 30
どんでん返し あげポニョ６

30
どんでん返し ツル子デラックス

30 21
トリッキーガールズ ツル子デラックス

がんばったらプリン フレッシュミント

がんばったらプリン 城山ロイヤル特戦隊

30 30
同じ誕生日 城山ロイヤル特戦隊

21
がんばったらプリン 城山ロイヤル特戦隊

30 21
ゴールデンロック 進撃の女たち

21 30
ゴールデンロック 進撃の女たち

21 30
チャレンジャー たのしくワイワイ

どえむまつり

30
ラリーモンスターズ ハッピーライフ

ラリーモンスターズ ハッピーライフ

21 21
ＷＥＬＯＶＥ２ＰＭ 笑女隊

21 21
ラリーモンスターズ どえむまつり

21 30
エメラルド　ムーン ゆかいな仲間達

エメラルド　ムーン どえむまつり

30 №1 30
お初です。 №2 どえむまつり

№3-4

№3-4

ビーナススマッシュ どえむまつり

どえむまつり

32 お初です。

Bye

24 チャレンジャー

どえむまつり 64

30 Bye Bye 62
＜シード＞

31 Bye 63
ビーナススマッシュ

28 ＷＥＬＯＶＥ２ＰＭ 笑女隊 60

29 エメラルド　ムーン ゆかいな仲間達 61

26 Bye Bye 58

27 チーム・ダッセン 七転び八起き 59

たのしくワイワイ 56

25 ラリーモンスターズ ハッピーライフ 57

22 ヤマトナデシコ コロコロパンダ 54

23 Bye Bye 55

20 Bye あとでＴＥＬします 52

21 ゴールデンロック 進撃の女たち 53

18 Bye Bye 50

19 同じ誕生日 城山ロイヤル特戦隊 51

16 トリッキーガールズ ツル子デラックス 48

17 がんばったらプリン フレッシュミント 49

46

15 Bye Bye 47

14 ベストを尽くせ！ Bye

12 離宮の素敵な仲間達 ＲＹＵＳＥＩ 44

13 どんでん返し あげポニョ６ 45

10 Bye Bye 42

11 Bye ユニバーのいい女達 43

8 たけのこＫＩＤＳ 試合のあとは整体 40

9 きゅうりＵターン ファンタスティック！ 41

6 永遠の魔女 丹波の原石かもネ！ 38ビーナス
スマッシュ
２１

7 Bye Bye 39

5 あとはよろしく サザンウィンド 37

2 Bye Bye 34

3 どＭ！ＧＯＧＯ６

1 ビーナススマッシュ 三宅組

　　一般・予選ラウンド 　　　　　　神戸総合運動公園

33

4 ラベンダーサワー Bye 36

ライオンハート 35



神戸総合運動公園テニスコート
ドロー№ チーム名

1 ビーナススマッシュ 末岡 景子 平石 美和 磯奥 詞子 北野 由子 千田 祐子 小島 三佳

2 Bye
3 どＭ！ＧＯＧＯ６ 白木 美佐子 久保田 美鈴 木村 智美 福永 奈美 石阪 千春 今峰 春美

4 ラベンダーサワー 佐藤 紀子 山内 真由美 名賀 由美子 継山 敏子 土岡 三智子 小島 晴美
5 あとはよろしく 谷口 朱君 大原 芳子 若林 理香 中安 明子 丹田 良江 筑前 久美子

6 永遠の魔女 手川 美奈子 小倉 郁子 八尾 圭子 西川 名美 松下 佐代子 森 梨沙

7 Bye

8 たけのこＫＩＤＳ 木村 京子 金本 真津美 安藤 絵美 佐藤 景子 鶴本 恭子 三村 治代
9 きゅうりＵターン 高見 日登美 川勝 光美 森 サトミ 若林 幸子 吉田 尚子 山本 覚子

10 Bye

11 Bye
12 離宮の素敵な仲間達 田村 真理 黒崎 育美 正井 雪江 山口 淳子 植野 啓子 竹内 貴子

13 どんでん返し 久保 春美 神山 朋子 米田 素子 澁谷 恵子 志賀 あゆみ 漆原 かおり
14 ベストを尽くせ！ 玉 清美 山田 郁子 小谷 真弓 藤井 宜子 有年 日登美 服部 恭子

15 Bye

16 トリッキーガールズ 杉田 眞澄 毛利 香居 中祖 順恵 三木 由理 小阪 紀子 長谷川 悦代
17 がんばったらプリン 田中 藤美 奥村 仁子 川端 ひろみ 中塚 文子 西澤 みゆき 後藤 君代

18 Bye
19 同じ誕生日 小林 裕子 長田 賀津子 長尾 郁代 阪下 利香子 松田 希 伊藤 純子

20 Bye
21 ゴールデンロック 押野 尚美 岩本 文子 谷郷 美奈子 広岡 聖子 新頭 朋子 志牟田 真理子

22 ヤマトナデシコ 福島 真智子 坂本 美恵 川崎 由佳 黒川 恭子 畑村 孝子 鈴木 葉子
23 Bye

24 チャレンジャー 吉山 智子 菊池 奈緒美 桜井 美紀 田中 久美 山田 由美子 東根 明美
25 ラリーモンスターズ 横田 昌代 藤山 智江 吉川 雅子 難波 明美 笠原 好美 北浦 榮子
26 Bye
27 チーム・ダッセン 米 春恵 瀧埜 恭子 川東 美代子 中村 計恵 伊東 育子 長尾 洋子

28 ＷＥＬＯＶＥ２ＰＭ 山本 佳代子 丸岡 知也子 伊藤 和子 土井 典子 森本 裕子 中村 佳寿美
29 エメラルド　ムーン 梶川 眞理子 酒井 朝子 片山 尚代 柳田 純子 川崎 ちひろ 山下 ミユキ
30 Bye
31 Bye
32 お初です。 山本 よしこ 山下 圭 塩道 靖子 井上 由起美 八島 幸子 バロウ 妙子

33 三宅組 永野 牧子 箱崎 千鶴 山田 真理子 三宅 尚子 太田 香織 藤田 直子
34 Bye
35 ライオンハート 恩田 綾子 増田 末美 田中 縁 加藤 康子 北村 ひろみ 山下 幸美

36 Bye
37 サザンウィンド 﨑浴 三奈子 平田 裕子 片岡 典代 岡 美智代 関口 智子 欠場 富永 よし美
38 丹波の原石かもネ！ 加茂前 朱美 上田 まゆみ 細見 美佐 南 律子 森岡 照江 池澤 冨美
39 Bye
40 試合のあとは整体 西 貴子 荒木 三千代 磯田 珠可子 上村 直子 豊田 環 山下 玲

41 ファンタスティック！ 村脇 佳子 大西 みどり 堀 香織 山﨑 裕子 中村 雅子 中澤 久美子

42 Bye
43 ユニバーのいい女達 大塚 雅子 川北 和子 坪倉 三恵 西川 幸子 安 淑子 橋本 晃子
44 ＲＹＵＳＥＩ 福嶌 由美子 東 千賀 中田 真智子 坂本 和美 吉田 聖子 西川 りか

45 あげポニョ６ 伊本 みゆき 中末 則子 松田 圭子 熊谷 節代 宮本 知可子 縄稚 映子

46 Bye

47 Bye
48 ツル子デラックス 左近 文代 森江 知代 蓮本 真理 内野 鶴子 河崎 千景 藤井 儀子

49 フレッシュミント 森 百合子 前野 昭江 開地 美香 武田 陽子 窪田 昭子 倉地 純子

50 Bye
51 城山ロイヤル特戦隊 篠崎 真規子 李 明代 釘宮 里美 大島 有香 川口 まゆみ 川本 由美子

52 あとでＴＥＬします 倉森 敦子 河崎 純江 松田 かつゑ 畑 貴子 上村 美智子 小島 覧花
53 進撃の女たち 二羽 真智子 朝倉 多恵子 大橋 扶企子 東坂 夏子 宮脇 みどり 佐藤 みどり

54 コロコロパンダ 中西 千穂 井上 弘子 金 敬子 濱田 順子 廣田 可奈 山本 美佐子

55 Bye
56 たのしくワイワイ 川崎 展代 長谷川 京子 鍋谷 恵美子 乙野 愛子 横山 文 松村 善子

57 ハッピーライフ 五百蔵 登美子 吉田 さゆり 多治見 優子 波野 智子 谷川 智子 曽谷 亜由美
58 Bye

59 七転び八起き 中原 千鶴子 鳥井 はるみ 黒川 ひろみ 金 幸子 新井 君恵 甘粕 るみ子
60 笑女隊 松波 江寸子 大成 由香 山本 絹代 柴田 道子 小島 かおり 上林 静江

61 ゆかいな仲間達 水谷 有美 松村 明子 濱田 寿代 原 浩美 峯 美穂 前原 幸代

62 Bye
63 Bye

64 どえむまつり 山本 智子 庄 千春 宗和 千代 畑中 美里 脇本 郁子 植野 恵美

選手名（一番左の選手がキャプテン）



少女だった時代 ティンカーベル

少女だった時代 ティンカーベル

30 30
極み乙女たち ピンキーリング

21 21
少女だった時代 ティンカーベル

30 21
オバりんピック！ ねこパンチ

21 30
野菜生活 テニザイル

30 30
野菜生活 テニザイル

30
少女だった時代 シェイクイットオフ

21 30
ＭｉＣＫＹ４８ シンデレラガールズ

30
チームＺＯＯ グルメリポーターズ

21 21
チームＺＯＯ グルメリポーターズ

21 21
かほるちゃーん シェイクイットオフ

21 30
ドッカンバスターズ どんまいレディース

30 21
かほるちゃーん シェイクイットオフ

21 30
かほるちゃーん シェイクイットオフ

少女だった時代 シェイクイットオフ

21 30

腹の上のポニョ セレブＤＥ勝負

腹の上のポニョ もっとＨＡＰＰＹ

30 21
ホワイトパール６ もっとＨＡＰＰＹ

21 30
腹の上のポニョ インスピレーション

21 21
Ｈａｎａとなれ テニスパーティ

21 30
Ｈａｎａとなれ インスピレーション

30 30
ＭＥＭＯＲＩＥＳ インスピレーション

21
腹の上のポニョ スベらない仲間たち

21 30
ほんまでっか ＧＯＣＨＩ

21 21
千春ジュニア プリキュア６

21 30
千春ジュニア プリキュア６

21 21

ペコリ スベらない仲間たち

30 30
６Ｐチーズ ティートゥリー

21 30

ペコリ スベらない仲間たち

30 №1 21

ペコリ №2 スベらない仲間たち

№3-4

№3-4

スベらない仲間たち

32 ペコリ スベらない仲間たち 64
シェイクイットオフ

腹の上のポニョ

30 はなかっぱーず しぶちゃんのひつじ 62
＜シード＞

31 Bye Bye 63
少女だった時代

28 千春ジュニア デイジー 60

29 ６Ｐチーズ ティートゥリー 61

26 ほんまでっか ほのヴォーノ 58

27 キン肉ＤＥ勝負 プリキュア６ 59

24 ウィナーズ インスピレーション 56

25 フレッシャーズ ＧＯＣＨＩ 57

22 Ｈａｎａとなれ ミルキーペコ 54

23 ＭＥＭＯＲＩＥＳ Bye 55

20 えまちゃんず もっとＨＡＰＰＹ 52

21 ホワイトライラック テニスパーティ 53

18 Bye Bye 50

19 ホワイトパール６ ほぼシニア 51

16 かほるちゃーん シェイクイットオフ 48

17 腹の上のポニョ セレブＤＥ勝負 49

46

15 Bye Bye 47

14 ドッカンバスターズ どんまいレディース

12 チームＺＯＯ ダイヤモンド５Ａ 44

13 チーム・グリーンズ ベイビーステップ 45

10 Bye ニケ 42

11 ジューンブライド グルメリポーターズ 43

8 野菜生活 テニザイル 40

9 ＭｉＣＫＹ４８ シンデレラガールズ 41

6 香具山の姫たち グッジョブ 38少女だった時代
シェイクイットオフ

7 ＢＯＮＢＯＮ貴ボン Bye 39

5 オバりんピック！ ねこパンチ 37

2 Bye Bye 34

3 プリメラ

1 少女だった時代 ティンカーベル

　　一般・予選ラウンド 　　太陽が丘公園テニスコート

33

4 極み乙女たち ドライブＡ 36

ピンキーリング 35



太陽が丘公園テニスコート
ドロー№ チーム名

1 少女だった時代 永井 恭代 玉川 昌子 森花 治美 田ノ上 知津 吉岡 美友紀 下田 佐知
2 Bye
3 プリメラ 下村 由美 伊阪 久代 阪口 晴代 松尾 幸子 松葉 陽子 三橋 和枝
4 極み乙女たち 清水 博美 中根 千寿子 加藤 順子 李 美香 奥村 万枝里 隼瀬 貴子
5 オバりんピック！ 北村 早苗 伊勢戸 淳子 大石 俊恵 宮永 浩子 須甲 登記子 越前 久美子
6 香具山の姫たち 金星 千里 岩中 香 牛若 真理子 大中 敬子 木村 薫 細川 貴美子
7 ＢＯＮＢＯＮ貴ボン 佐中 雅子 溝口 静代 浪花 順子 戸江 洋美 行定 信代 西山 優子
8 野菜生活 谷合 浩子 澤井 卓子 松木 薫 清水 恵美 西山 淑子 野村 早苗
9 ＭｉＣＫＹ４８ 田里 千佳子 西浦 睦 堤 千秋 野村 美樹 宮本 裕子 新谷 清美
10 Bye
11 ジューンブライド 岩崎 ヒトミ 小西 尚美 水野 寿子 越智 節子 竹口 祥子 鈎 早苗
12 チームＺＯＯ 原田 敦子 奥田 孝子 清水 美生 家藤 綾美 筒井 貴子 松田 亜紀
13 チーム・グリーンズ 杉田 律子 奥野 香澄 神田 容子 泉谷 綾子 富島 紀子 雲川 早苗
14 ドッカンバスターズ 小粥 初美 村尾 直子 井上 香穂 宇根 房代 武田 敏子 本田 範子
15 Bye
16 かほるちゃーん 上内 真琴 金沢 かほる 大塚 加代 原 恵 米田 三保子 山下 奈美子
17 腹の上のポニョ 新見 昌子 井川 禎恵 松山 知恵子 馬渕 幸代 岩本 淳子 山下 奈緒美
18 Bye
19 ホワイトパール６ 上坂 尚子 坂井 佳永 大谷 朗子 八木 陽子 山脇 啓子 入江 裕子
20 えまちゃんず 中川 まゆみ 神保 峯子 西村 千代 村山 真砂子 安田 弘子 渡辺 育子
21 ホワイトライラック 菅野 照代 竹本 芳永 大家 香 林 奈都子 藤木 順子 本田 純子
22 Ｈａｎａとなれ 中本 百合 井上 万弓 堀 みさ子 中島 由紀 本間 阿八芽 木村 桂子
23 ＭＥＭＯＲＩＥＳ 林 美鏡 石田 信恵 多田 道恵 高山 喜三子 北尾 多恵子 北川 美季
24 ウィナーズ 杉本 聡恵 辻 小百合 内山 洋美 足利 康子 塚本 邦子 山本 佳世
25 フレッシャーズ 黒川 久美子 石伊 昌代 掛江 妙子 上村 砂智子 岩本 文美恵 田本 敦子
26 ほんまでっか 井本 一子 宮本 恵美子 五十野 美枝子 竹野 万里 岡本 佳子 羽間 純江
27 キン肉ＤＥ勝負 永岡 三紀子 堀 貴代子 澤田 朱美 上部 陽子 竹内 和美 今川 千江子
28 千春ジュニア 新井 幸子 中村 千春 原 あさ子 梅田 陽子 福持 房子 谷口 英理子
29 ６Ｐチーズ 宮本 明子 奥田 智砂 野口 陽子 赤井 恵美 下田 千津子 磯辺 裕子
30 はなかっぱーず 宮角 恵子 南 久美 水谷 祥子 高坂 恵美 藤田 恵子 山口 早苗
31 Bye
32 ペコリ 灰岡 美千代 樋口 園子 宇城 久美子 三好 玲子 神内 恵子 犬嶋 智美
33 ティンカーベル 大八木 多江子 間嶋 幸栄 中原 倫子 青戸 宏子 三浦 里香 田中 直美
34 Bye
35 ピンキーリング 藤井 尚美 森本 希代美 四方 麻矢 笠原 里美 福光 香奈子 矢吹　京子
36 ドライブＡ 武岡 幸子 川本 佳世子 中棹 知子 平野 真砂子 奥田 有紀子 木下 正子
37 ねこパンチ 石本 純子 足助 緑 温井 真寿江 山本 和子 北村 節子 冨岡 洋子
38 グッジョブ 河合 淳子 綿民 英子 辻本 薫 古川 多恵子 小道 裕子 田中 晴美
39 Bye
40 テニザイル 山地 美幸 上田 尚美 上原 繭子 浅井 香織 村田 美香 藤岡 美智子
41 シンデレラガールズ 松尾 知枝 永島 奈美代 徳 ひとみ 中川 桂子 梶塚 美葉留 長崎 美代子
42 ニケ 伊田 泰代 多田 和美 山口 美恵 杉岡 弘子 細見 彩 津田 美恵
43 グルメリポーターズ 北岡 弓子 田中 美佳 佐野 千夏 中山 恵 吉田 加奈 牟田 靖子
44 ダイヤモンド５Ａ 東川 光代 川畑 冨子 小泉 信子 内村 郁美 渡辺 智恵子 望月 明子
45 ベイビーステップ 大西 種子 吉田 美恵子 岡本 明美 金井 佳代子 中村 ミチ子 空門 秀子
46 どんまいレディース 西村 栄美 中澤 真紀 髙木 和美 谷尾 薫 上村 野梨子 山田 早和子
47 Bye
48 シェイクイットオフ 井上 紫乃 片桐 真早美 中村 有美子 岡島 春美 水谷 陽子 鈴木 明子
49 セレブＤＥ勝負 田辺 香菜 和中 優子 佐脇 瑞恵 田辺 万里子 木村 恵 葉山 波
50 Bye
51 ほぼシニア 米村 千佐子 武本 みさ代 大畑 こずえ 奥田 京子 毛利 典子 森 泰代
52 もっとＨＡＰＰＹ 小川 陽子 片山 奈恵 木本 慶子 林田 敦子 藤原 泰子 山内 万由美
53 テニスパーティ 佐藤 泉 新名 祐子 谷山 愛美 福永 清香 後藤 夏子 久保田 香織
54 ミルキーペコ 小松 純子 井上 尚子 山内 真弓 三橋 真奈美 川﨑 博恵 南野 希句代
55 Bye
56 インスピレーション 星 弘子 西野 美恵 大山 莉捺 藤村 純子 石田 京子 八木 育子
57 ＧＯＣＨＩ 水野 百合子 山口 尚代 松井 純子 武田 美晴 菰池 圭子 中村 宏枝
58 ほのヴォーノ 平松 佐江子 原田 葉子 前田 あき子 佐田 知子 岡澤 礼子 江久保 由美子
59 プリキュア６ 道本 由紀子 吉田 真弓 中村 京子 平良 多恵子 石井 美佐登 丸尾 恵美子
60 デイジー 藪田 真理子 森 恵子 足立 眞弓 卜田 博子 宮田 由美 中村 知詠子
61 ティートゥリー 田中 絵里 北丸 曜子 辻井 笑子 村田 留実 千原 美紀 杉浦 幸子
62 しぶちゃんのひつじ 西島 志奈子 水間 律子 渋谷 まゆみ 下手 容子 折原 正子 榎本 妙子
63 Bye
64 スベらない仲間たち 四方 ゆかり 三宅 順子 奥村 知美 溝部 真紀子 長田 優 松岡 英里

選手名（一番左の選手がキャプテン）


