
だよねー2022 チームほっこり

30 30

エンジョイ365 チーム真田山

21 21

だよねー2022 チームほっこり

21 21

カラフル ＴＥＡＭ－Ｋ

21 21

スマイルＴＮ－２１ ハイタッチでグー

30 30

21 21

アンシャンテ JOYFUL

21 30

あばれん坊 JOYFUL

30 30

アンシャンテ なごみ2022

21 30

シニアモーターカー キムキム

21 21

ラフ＆ピース なごみ2022

30 №1 30

№2

だよねー2022

なごみ2022

だよねー2022 なごみ2022

7 Bye Bye 23

8 スマイルＴＮ－２１ ハイタッチでグー 24

9 アンシャンテ エースを狙っちゃおう 25

12 ガンバローズ スイートボテコ 28

13 シニアモーターカー ヨウカイ軍団 29

10 Bye

20

5 カラフル ポジティブでGO！ 21

6 愉快な仲間たち ＴＥＡＭ－Ｋ 22

　　シニア・予選ラウンド マリンテニスパーク北村

1 だよねー2022 チームほっこり 17

2 Bye Bye 18

3 エンジョイ365 チーム真田山 19

4 もずちゃんず ピオーネピオーネ

Bye 26

11 あばれん坊 JOYFUL 27

16 ラフ＆ピース なごみ2022 32

14 クリストファロビン キムキム 30
＜シード＞

15 Bye Bye 31
だよねー2022

なごみ2022



爆笑テニス王 さくら組

21

爆笑テニス王 さくら組

30 30

メリケン娘 セピアクィーン

30

爆笑テニス王 ラリーモンスターズ

21 30

老婆の球日 べっぴんさん

30 30

ハッピーフライデー ラリーモンスターズ

21 №1 21

ハッピーフライデー №2 ラリーモンスターズ

30

プリンのお母さん ヨッシャーズ

21 30

プリンのお母さん ヨッシャーズ

30 30

DIC テニス がんばるにゃん

21 30

ヒッポッポタマス シトラスミント

21 21

ヒッポッポタマス あっぷっぷ

21 30

ヒッポッポタマス シトラスミント

30 №1 30

デイジー №2 シトラスミント

30 21

14
＜シード＞

8 ハッピーフライデー ラリーモンスターズ 16

7 チームポン太
爆笑テニス王

Bye 15
ラリーモンスターズ

1 爆笑テニス王 さくら組 9

2 Bye リトルBOSS 10

3 メリケン娘 Bye 11

4 セピアプリンセス セピアクィーン 12

5 老婆の球日 べっぴんさん 13

6 ミラクルFC ザッツー3＋3

　　シニア・予選ラウンド 太陽が丘テニスコート

1 ファンタジーⅡ ねこパンチ 9

ラリーモンスターズ

4 DIC テニス がんばるにゃん 12

5 ヒッポッポタマス と～たす 13

2 プリンのお母さん ヨッシャーズ 10

3 ほんまでっか あすかルビー 11

シトラスミント

30

シトラスミント

8 デイジー シトラスミント 16

6 オール乙女 あっぷっぷ 14
＜シード＞

7 Zoo
ファンタジーⅡ

マユマユ① 15

21

　　シニア・予選ラウンド 住友総合グランドテニスコート



シニア（マリンテニスパーク北村）
ドロー№ チーム名 キャプテン 選手1 選手2 選手3 選手4 選手5 選手6

1 だよねー2022 山口 俊子 山口 俊子 神内 恵子 山川 かおり 田中 直美 佐脇 瑞恵 亀井 清香
2 Bye
3 エンジョイ365 佐野 照実 佐野 照実 嶋野 由子 北林 耐美 山口 直子 宮本 和恵 田中 和子
4 もずちゃんず 大縄 ひとみ 久保 和美 笠原 利栄子 長谷川 優美 山本 園子 森山 幸代 大縄 ひとみ
5 カラフル 渋谷 英津子 丸谷 秀子 南 典子 鈴木 越子 木戸 幸子 國居 麻里子 渋谷 英津子
6 愉快な仲間たち 豊田 壽美子 豊田 壽美子 田中 美千子 前田 一佐子 藤田 ユキ子 住岡 裕美 博多 洋子
7 Bye
8 スマイルＴＮ－２１ 西浦 育美 西浦 育美 野口 良子 新田 京子 池田 友子 岡本 順子 金水 佳永子
9 アンシャンテ 築地 深雪 中垣 由美 佐々木 恵子 甘田 宜子 坂口 直子 佐藤 規子 築地 深雪
10 Bye
11 あばれん坊 佐藤 幸子 佐藤 幸子 仲村 優子 𠮷井 浩世 杉村 京子 西村 恭子 濱口 祐子
12 ガンバローズ 伊藤 多津子 伊藤 多津子 中川 秀美 井田 千恵子 辻野 久美子 近藤 京子 坂下 由貴子
13 シニアモーターカー 林 佳月子 南 順子 阿部 安紀子 松田 佳代子 辻野 素子 安部 くみ子 林 佳月子
14 クリストファロビン 妹尾 ちよみ 妹尾 ちよみ 松本 美代 福田 夏絵 金井 幸子 富永 立子 武田 朋子
15 Bye
16 ラフ＆ピース 百田 サツキ 百田 サツキ 瀧本 みさを 笹岡 かおる 梶 好江 上田 恭代 秋月 一美
17 チームほっこり 北畑 由美 北畑 由美 浅山 万守実 杉田 恵利子 隅蔵 宣子 高嶋 加代子 森 幸江
18 Bye
19 チーム真田山 兵頭 かおり 片岡 都 黒田 節子 高橋 文子 正木 寿美 石神 ゆかり 兵頭 かおり
20 ピオーネピオーネ 喜多代 邦子 喜多代 邦子 長岡 裕巳子 甲斐 千恵 沖津 育子 出田 めぐみ 金田 芳美
21 ポジティブでGO！ 神山 初美 幾田 律子 村本 明美 藤本 喜久子 藤井 麻子 左近 優香 神山 初美
22 ＴＥＡＭ－Ｋ 松岡 文子 松岡 文子 中村 菊江 永川 尚子 羽者家 葉子 森 由美子 八木 泰子
23 Bye
24 ハイタッチでグー 杉本 佳子 船本 千津子 吉田 里美 野尻 むつ子 林 知恵子 小松 美千代 杉本 佳子
25 エースを狙っちゃおう 村上 美恵子 村上 美恵子 吉見 正子 小泉 三奈子 川元 佳子 木村 恵美子 都甲 まり子
26 Bye
27 JOYFUL 石井 美智代 小林 千秋 高原 好美 上村 周子 濱田 里利 島内 久美子 石井 美智代
28 スイートボテコ 岩下 直美 岩下 直美 上田 俊美 坂口 千鶴子 野口 百合 武藤 淳子 横田 協子
29 ヨウカイ軍団 田中 麻美 梶 和子 大中 須美 古久保 有津子江川 和代 南方 美鳥 田中 麻美
30 キムキム 染井 祥子 染井 祥子 酒井 淳子 紺屋 雅美 竹之内 博美 木村 比呂美 西浦 香織
31 Bye
32 なごみ2022 神澤 正世 神澤 正世 丸喜 諭枝 小畑 全代 前島 奈生美 山口 智子 中村 園子



シニア（住友総合グランドテニスコート）
ドロー№ チーム名 キャプテン 選手1 選手2 選手3 選手4 選手5 選手6

1 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 船橋 美好子
2 Bye
3 メリケン娘 小松 純子 小松 純子 熊谷 節子 讃井 知佳子 大井 由美子 吉野 恵 山下 史江
4 セピアプリンセス 山﨑 春代 山﨑 春代 古本 孝子 松岡 悟子 井上 潤子 山本 順子 前川 真美子
5 老婆の球日 住川 眞理 森岡 純子 西田 美和子 平山 潤子 吉見 康世 坂本 直子 住川 眞理
6 ミラクルFC 野口 保子 前田 由美子 渡部 秀子 岩本 ユリ子 大路 敦子 駒田 るい子 野口 保子
7 チームポン太 西光 茂美 岡本 みゆき 内山 永子 炭竃 佳子 阿川 久美子 三好 浩子 佐々木 充子
8 ハッピーフライデー 藤原 美恵 藤原 美恵 阪本 知子 藤村 百鈴 滑川 富子 酒井 淑子 宇山 由美
9 さくら組 小島かおり 外薗玲子 井上裕紀子 山崎育代 岡崎睦 村上宏美 小島かおり
10 リトルBOSS 植田アツ子 松岡左知子 和田桂子 中川真理子 岡則子 常峰日佐予 植田アツ子
11 Bye
12 セピアクィーン 上野山 和美 上野山 和美　 大西 昌代 坪田 純子 坂本 智子 飯間 隆子 前田 喜久子
13 べっぴんさん 渡辺 咲子 阪田 千津子 山田 和子 相良睦子 岡野 知子 鵜川 恒美 渡辺 咲子
14 ザッツー3＋3 吉井 心美 吉井 心美 小阪 紀子 重近 弥生 下村 暢子 東嶋 和子 松長 真紀
15 Bye
16 ラリーモンスターズ 北浦 榮子 中塚 文子 笠原 好美 大森 なつよ 田中 玲子 川端 ひろみ 北浦 榮子

シニア（太陽が丘公園テニスコート）
ドロー№ チーム名 キャプテン 選手1 選手2 選手3 選手4 選手5 選手6

1 ファンタジーⅡ 安田 留里子 安田 留里子 谷 美智子 友口　明美 大山 莉捺 藤村 純子 山田 由里子
2 プリンのお母さん 安立 恵子 松本 由美子 浅田 祥子 杉山 直子 日野 薫 安立 恵子 川井 ひろみ
3 ほんまでっか 井本 一子 宮本 恵美子 五十野 美枝子佐藤 はるみ 竹部 万里 岡本 佳子 井本 一子
4 DIC テニス 村井 佳子 村井 佳子 大槻 寿緒 神保 峯子 中川 まゆみ 村山 真砂子 吉田 教子
5 ヒッポッポタマス 新井 幸子 新井 幸子 北丸 曜子 小西 尚美 橘 優子 中村 千春 浜口 見衣子
6 オール乙女 村田 留実 田上 正子 藤木 史枝 山本 成美 山上 真見 西村 八州子 村田 留実
7 Zoo 伊阪　久代 伊阪　久代 前田　和子 西村　真紀 下村　由美 中本　百合 阪口　晴代
8 デイジー 籔田 真理子 足立 眞弓 〆田 博子 中村 知詠子 宮田 由美 森 恵子 籔田 真理子
9 ねこパンチ 石本 純子 石本 純子 温井 真寿江 依田 恵子 足助 緑 安倉 千恵 神田 照代
10 ヨッシャーズ 竹口 祥子 竹口 祥子 越智 節子 八木 育子 武本 みさ代 高井 英子 高田 三枝子
11 あすかルビー 福田 淑子 福田 淑子 中島 千代栄 井上 尚子 山内 真弓 前川 佐代子 砂 宏子
12 がんばるにゃん 進士 初枝 進士 初枝 石井 真紀 トッテン 里美 田中 隆子 武村 真理子 小沼 祥子
13 と～たす 八木 のぶ代 八木 のぶ代 原田 由美子 工藤 菜穂子 高石 俊子 小西 清子 秋田 玲子
14 あっぷっぷ 茶谷 なおみ 茶谷 なおみ 原田 恵子 安達 朋子 林田 敦子 大石 敏恵 高坂　恵美
15 マユマユ① 吉田 眞弓 吉田 眞弓 中村 京子 石井 美佐登 丸尾 恵美子 平岡 一恵 平良 多恵子
16 シトラスミント 野村 美樹 野村 美樹 佐野 千夏 谷口 英理子 谷村 れい子 堤 千秋 星 弘子


