
一心

一心 エンジョイ

30 21
あっちこっちのっち エンジョイ

21 21

一心 ミニョンヌ

30 21

よ～会 カスミソウ

30 30

よ～会 ミニョンヌ

21 21
そろそろ芽を出し隊

30

一心 ミニョンヌ

30 30

ざっくばらん 近プリシックス

21 30
ざっくばらん wonder6

30 30
頑張るズ supreme

21 30
頑張るズ ＜シード＞ おやぶんに着いてこ

21 №1 21
頑張るズ №2 supreme

21 30

　　一般・予選ラウンド 　　マリンテニスパーク北村Ａ

1 一心 ハッピーネクサス 17

2 Bye Bye 18

3 ルンルン のらりくらり 19

4 あっちこっちのっち エンジョイ 20

5 イケイケどんどん チーム　マカロン 21

6 よ～会 カスミソウ 22

7 くまのプーさん Bye 23

一心

21

8 そろそろ芽を出し隊 ミニョンヌ 24

9 無差別級 近プリシックス 25

10 Bye Bye 26

11 チームさむらい グリンピース 27

12 ざっくばらん wonder6 28

13 つるみん TEAM－K－B 29

14 頑張るズ
一心

おやぶんに着いてこ 30
supreme

15 Bye Bye 31

16 まい～んず supreme 32



まだまだヒヨコ ドラちゃん’ｓ

30 30
よかよかあみちゃん ドラちゃん’ｓ

30 21
まだまだヒヨコ TOTONOU

21 21
姐さんといっしょ AYAKO特急

21 30

Ｋｉｉｔｏｓ TOTONOU

30 30

Ｋｉｉｔｏｓ

21
まだまだヒヨコ ＨＯＳテニス

21 21

そだね～ お団子ちゃん

30 21
リンリンズ お団子ちゃん

30 30
そだね～ ＨＯＳテニス

30 21
ニッキーズ ＜シード＞ UNIT

30 №1 30
ニッキーズ №2 ＨＯＳテニス

21 21

　　一般・予選ラウンド 　　マリンテニスパーク北村Ｂ

33 まだまだヒヨコ スピリッツ 49

34 Bye Bye 50

35 らすかる ドラちゃん’ｓ 51

36 よかよかあみちゃん 新星 52

37 ウィナーズ AYAKO特急 53

38 姐さんといっしょ ハッピーニコちゃん 54

39 Ｋｉｉｔｏｓ Bye 55

ＨＯＳテニス

21

40 ふぁいてぃん TOTONOU 56

41 そだね～ ハイタッチでＧＯ～ 57

42 Bye Bye 58

43 セミファイナル 真田山の子分達 59

44 リンリンズ お団子ちゃん 60

45 ピーチメルバ UNIT 61

46 ニッキーズ
まだまだヒヨコ

ベースライナー 62
ＨＯＳテニス

47 Bye Bye 63

48 ケサランパサラン ＨＯＳテニス 64



マリンテニスパーク北村Ａ
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 一心 杉本 美弥子 杉本 美弥子 北畑 奈那子 川崎 泰子 増田 稜子 岡田 羽子 上野 寿恵
2 Bye
3 ルンルン 中谷 多美 森 良枝 新城 幸恵 大前 章子 矢野 あゆみ 小川 恵子 中谷 多美
4 あっちこっちのっち 井上 美和 長井 直子 吉本 洋子 中埜 周子 北野 由香 野口 東 井上 美和
5 イケイケどんどん 西本 恵美 西本 恵美 東 府子 羽東 佐智子 岩崎 暢子 中西 小百合 川島 もと子
6 よ～会 宮﨑 洋子 宮﨑 洋子 青木 佐代子 上田 美佐 瀧本 千代 義本 三枝子 大窄 文美子
7 くまのプーさん 金盛 優子 亀井 良子 岩本 巳佐子 久保 貴子 松本 加代子 小林 喜美 金盛 優子
8 そろそろ芽を出し隊 平岡 順子 掛川 恵美子 江見 淳子 丸谷 朋子 城村 美和 田辺 和美 岡 千絵
9 無差別級 谷本 奈那 堀 みさ子 中島 由紀 木村 桂子 葉山 波 岡本 恵美子 谷本 奈那
10 Bye
11 チームさむらい 森北 真弓 渕本 あや 浅島 裕子 松尾 恵子 前田 広栄 永橋 光恵 門脇 静香
12 ざっくばらん 大西 育子 大西 育子 辻宅 喜代美 上瀧 美恵子 三原 裕子 柳沼 久美子 飯塚 麗子
13 つるみん 川本 恵美 稲葉 洋子 高橋 直子 川本 恵美 三谷 ひとみ 東野 淳子 廣瀬 真寿美
14 頑張るズ 山本 貞美 吉田 彩 山田 由紀恵 佐々木 正子 中田 智美 岡本 暁代 山本 貞美
15 Bye
16 まい～んず 桑山 博美 橘高 ひとみ 木田 亜子 平野 麻美子 松原 陽子 桑山 博美 佐藤 理恵
17 ハッピーネクサス 山地 洋子 山地 洋子 舛谷 真由美 中山 摩巳子 中村 紀子 本間 千賀子 黒松 寿子
18 Bye
19 のらりくらり 相原 智子 川崎 美和 井上 佳子 林 京子 岩本 恵子 藤本 雅子 相原 智子
20 エンジョイ 原田 功子 原田 功子 藤井 広美 河野 みどり 山本 愛子 新居 聖恵 原 栄子
21 チーム　マカロン 新宮千恵美 新宮千恵美 辰巳 市子 小柳 定子 谷真 規子 藤川 智美代 山田 加代子
22 カスミソウ 北野 委子 倉石 明子 藤澤 由美子 黒塚 道子 田坂 昌美 向埜 陽子 北野 委子
23 Bye
24 ミニョンヌ 奥田 有紀子 和田 美帆子 竹本 歌織 加藤 梓 正木 みか 中山 直子 奥田 有紀子
25 近プリシックス 西 圭以子 金山 貴美 小松 和恵 玉西 文子 藤岡 慶子 松下 千代 西 圭以子
26 Bye
27 グリンピース 祖父江 美保 祖父江 美保 佐藤 温子 河島 和子 中村 久仁子 森 直子 神谷 淑子
28 wonder6 出口 ひろみ 池下 紀代美 徳永 美枝 出口 ひろみ 植田 多美子 吉村 友紀 山本 庸子
29 TEAM－K－B 池田 奈智子 小森 智子 横城 美紀 東尾 陽子 千種 純子 原田 優望 池田 奈智子
30 おやぶんに着いてこ 吉永 正代 吉永 正代 上田 昭子 山本 美奈 渋谷 美紀 岡崎 朋美 芦田 由美
31 Bye
32 supreme 西廼 稚子 与那嶺 由紀子下 美沢子 西廼 稚子 川西 和香 石川 いずみ 山口 朱里

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
33 まだまだヒヨコ 南口 理絵 藤井 朋美 鈴木 百合子 金井 あずさ 橘 理恵 辻尾 育美 南口 理絵
34 Bye
35 らすかる 廣瀬 よし子 廣瀬 よし子 置田 恵津 斉藤 雅子 安田 恵子 星山 順 池田 真希
36 よかよかあみちゃん 船田 香織 船田 香織 野上 陽子 松尾 可純 奥内 茜 井上 陽子 太田 美樹
37 ウィナーズ 南島 慶維 南島 慶維 安田 孝江 西村 京子 中村 恵子 笠原 朋美 中島 文子
38 姐さんといっしょ 間島 千鶴子 吉野 裕子 竹本 佳代 山中 則子 抱 陽子 伊東 美佳 間島 千鶴子
39 Ｋｉｉｔｏｓ 阿瀬知 美佳 阿瀬知 美佳 南口 典子 山田  由美 佐藤 麻子 高野 安希子 中峯 敦子
40 ふぁいてぃん 松尾 薫 松尾 薫 久保 優子 田中 ゆかり 懸橋 理枝 大田 真理子 池田 恵美
41 そだね～ 曽家 美鈴 米山 有夏 鈴木 かおり 春名 真由美 山崎 麻希子 井川 早苗 曽家 美鈴
42 Bye
43 セミファイナル 中林 潤子 中尾 京子 藤田 和枝 石川 美百合 林 幸代 中村 真弓 中林 潤子
44 リンリンズ 澤田 理恵 澤田 理恵 縄田 純子 吉村 友美 城村 尚美 渡辺 啓子 奥田 早苗
45 ピーチメルバ 文能 香織 上田 直美 小原 雅世 永田 祐美子 中村 久美 前川 紀子 文能 香織
46 ニッキーズ 細井 弥生 松下 みどり 宮本 真美子 中井 真砂子 樫田 紀子 奥村 恵 細井 弥生
47 Bye
48 ケサランパサラン 太田 裕子 太田 裕子 和田 智子 谷口 あゆみ 中岡 美香 速水 とし子 安芸田 京子
49 スピリッツ 井上 香代子 松浦 忍 宍倉 美由紀 嶋津 明美 永石 祐里江 大谷 奈緒子 井上 香代子
50 Bye
51 ドラちゃん’ｓ 松浦 和美 松浦 和美 堂下 有香 日下 昌美 菊地 知美 川本 万利子 山田 久知代
52 新星 藤川 摩祐美 赤田 由佳 向井 静 川本 清美 眞喜 志貴子 釜中 佐和子 中野 真里
53 AYAKO特急 松本 綾子 河内 優香 神林 ひとみ 坂本 真佐美 田中 道代 堀井 幸子 松本 綾子
54 ハッピーニコちゃん 宮崎 幸子 宮崎 幸子 中村 道子 角田 恵子 野村 典子 吉村 啓子 江口 真由美
55 Bye
56 TOTONOU 齋藤 依理子 中川 雪江 近藤 朋子 齋藤 美恵 森 徳子 奥 晃与 齋藤 依理子
57 ハイタッチでＧＯ～ 山根 千代美 山根 千代美 増田 和代 貝塚 和代 松永 香代子 義川 敬子 柴生 由紀子
58 Bye
59 真田山の子分達 白崎 智子 小島 啓子 白崎 智子 津田 芳子 戸田 昌代 山下 久美子 和田 ゆかり
60 お団子ちゃん 新田 佳織 武江 みどり 辻本 雅美 西森 亜希子 中村 裕美 八木 美由紀 新田 佳織
61 UNIT 上田 理恵 瀧本 友見 八塚 恵子 吉田 真紀 林 洋子 石橋 いづみ 上田 理恵
62 ベースライナー 井上 洋子 井上 洋子 稲原 佳代 有吉 秀子 玉木 ひとみ 岸 智子 川崎 博恵
63 Bye
64 ＨＯＳテニス 高田 暢子 高田 暢子 奥村 真朱 北本 真由美 後藤 美紀 森戸 朋子 阿部 萌

マリンテニスパーク北村Ｂ



アップルマンゴー ハッピー野郎

30 21
アップルマンゴー 六黄色社会

30 30
ロリポップ 六黄色社会

30 30
アップルマンゴー 調教師ゆっきー

30 30
B I G   M O M SORA

30 21
なにわなでしこ 調教師ゆっきー

30 30
なにわなでしこ 調教師ゆっきー

21 30
アップルマンゴー 大丈夫そ？

30 30
みんなでGO ゴールドボール

21 21
みんなでGO チーム翔

21 21

Ｂ６ チーム翔

30 21

YDJ52 大丈夫そ？

21 30
ベストフレンド6 ＜シード＞ デコぽんず

30 №1 21

YDJ52 №2 大丈夫そ？

21 30

YDJ52 大丈夫そ？

30 30
16 YDJ52

8 なにわなでしこ 調教師ゆっきー

10 みんなでGO カラフルプリン

大丈夫そ？

15 かすみ草 ジユウなチイママ

大丈夫そ？

14 チームABCD

5 B I G   M O M SORA 21

24

6 テニス坂6 プリンセス6

ハッピーカラー

22

7 23チームノムさん

アップルマンゴー

21

　　一般・予選ラウンド 　　　　　　万博テニスガーデンＡ

1 アップルマンゴー ハッピー野郎 17

六黄色社会 20

3 19

2 チーム「ラフター」 チームさくらんぼ 18

4 ロリポップ

コースをねらえ！ もずくちゃん

26

9 チップとデール ゴールドボール 25

28

13

27

29

Ｂ６ ゴン攻めでいこう11

ベストフレンド6 happy time

12 出たとこ勝負 チーム翔

デコぽんず
アップルマンゴー

32

30

31



Ｊ－ｔｈｒｅｅ TEAMーK　A

30 30
Ｊ－ｔｈｒｅｅ TEAMーK　A

30 21
イデアル DANDANDAN

21 30
Ｊ－ｔｈｒｅｅ TEAMーK　A

30 21
Charge！ オープンセサミ

30 30
Charge！ オープンセサミ

21 21
びっくりぽんず チェリーブロッサム

30 30
ハーフハーフ Penn！

11 30
オリーブ （ゲーム数） ケセラセラ

21 30
ハーフハーフ フィリップ

21 21
ハーフハーフ フィリップ

30 21
ハーフハーフ Penn！

21 30
ワルたくみ ＜シード＞ チョコかバニラ

21 №1 21
ワルたくみ №2 Penn！

21 30
ミンティア Penn！

30 30

4933 Ｊ－ｔｈｒｅｅ TEAMーK　A

　　一般・予選ラウンド 　　　　　　万博テニスガーデンＢ

36 イデアル DANDANDAN 52

35 エアハイタッチ キラキラ 51

エースをねらえ オープンセサミ

50

53

Penn！

30

34 チーム いちがん 上を向いて歩こう

56

54

39 共にfight 自滅の刃 55

38

37 Charge！ ゆうきりんりん

40 びっくりぽんず チェリーブロッサム

オリーブ エースもねらえ 58

41 ラッキー 6 ケセラセラ 57

42

44 グリーンアイランド フィリップ 60

43 ハーフハーフ オーのりのり 59

61

62
Penn！

46 ワルたくみ
Ｊ－ｔｈｒｅｅ

チョコかバニラ

45 フォーティラブ Ｐｒｉｎｃｅｓｓ²

47 ミンティア ハッピース 63

6448 眼光人 Penn！



糸目新喜劇 たけのこSIX

30 21
糸目新喜劇 バンビーナ

30 30
花ちゃんの妖精 バンビーナ

21 21
糸目新喜劇 バンビーナ

30 21
ピースをねらえ Ready Player６

21 21
トラッキーズ ニーニャンズ

21 30
トラッキーズ ニーニャンズ

30 21
糸目新喜劇 生ハムメロン

30 30
ティータイム カッシーズ

30 21
ティータイム カフェモカ

30 30
ファイティンガール カフェモカ

21 30
ティータイム 生ハムメロン

30 30
おひかえなすって！ ＜シード＞ RUNランRUN

21 №1 30
おひかえなすって！ №2 生ハムメロン

21 30
asobo～ 生ハムメロン

21 30
80 asobo～ 生ハムメロン

77 おひかえなすって！ RUNランRUN

レッツゴー6匹 カムカムポイント

79 ワンだふる パルオール 95

78

75 マリーゴールド カフェモカ 91

76 ファイティンガール サラダ記念日 92

93

94

カッシーズ 90

73 アクアマリン 相棒6 89

ティータイム

　　　　　　万博テニスガーデンＣ

65 糸目新喜劇 ラブオール2022 81

　　一般・予選ラウンド

66

プリチィグリーンズ 85

70

チーム　ゆきちゃん 87

いつもチャレンジ たけのこSIX 82

チームグリンフェス Ready Player６ 86

71 トラッキーズ

糸目新喜劇

30

糸目新喜劇

生ハムメロン

96

83

68 花ちゃんの妖精 マロングラッセ 84

67 やる気スイッチON

69 ピースをねらえ

バンビーナ

72 みんな大好き！ ニーニャンズ 88

74



万博テニスガーデンＡ
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 アップルマンゴー 長谷川 眞弓 長谷川 眞弓 三浦 由紀子 由上 響子 浦西 敬子 桜井 りか 佐藤 美智代
2 チーム「ラフター」 丹生谷 真弓 大畠 和江 仲野 ゆかり 今井 房恵 糀屋 美智代 香取 洋子 丹生谷 真弓
3 コースをねらえ！ 中村 陽子 中村 陽子 川本 亜矢子 加藤 幸子 木内 克子 矢野 恭子 宮崎 知子
4 ロリポップ 明平 朋子 明平 朋子 青木 由佳 内田 寿子 柳川 恵子 白峰 純子 新田 美子
5 B I G   M O M 吉村 恵利 吉村 恵利 池谷 芳美 手島 久仁子 藤木 千香子 高岡 里衣 山本 菜穂子
6 テニス坂6 鈴木 舞咲代 齊藤 昭子 武田 章子 西山 由紀 水谷 るりこ 高木 真弓 鈴木 舞咲代
7 ハッピーカラー 太田 美奈子 澤田 双葉 大島 幸代 森岡 みどり 山田 陽子 岡本 晴奈 太田 美奈子
8 なにわなでしこ 川田 滋子 川田 滋子 須々木 陽子 川崎 広美 中村 純子 高寺 裕子 田中 典子
9 チップとデール 新田 明子 新田 明子 木村 みよこ 巖 江美 田中 操 篠原 尚子 角 芳子
10 みんなでGO 宮武 頼子 宮武 頼子 小室 恵 樽井 順子 菊池 康子 村橋 宏美 本田 まゆ
11 Ｂ６ 松尾 宏美 高野 明美 碇 博美 藤山 千恵 長沢 久仁子 佐藤 久美 松尾 宏美
12 出たとこ勝負 清水 和枝 鈴木 雅子 古池 美也子 宮脇 信子 橋本 昌美 増井 誠子 清水 和枝
13 ベストフレンド6 蒲原 由美子 蒲原 由美子 吉中 真澄 清水 久美 大木 律子 岡村 裕子 辻 智佳子
14 チームABCD 山田 裕子 吉田 裕子 山下 百里 大前 真美子 三好 知子 中野 由利子 山田 裕子
15 かすみ草 坂本 和美 坂本 和美 新田 裕子 永田 祐子 姫川 幸子 向 礼子 栗田 あゆみ
16 YDJ52 尾上 麻里 石川 日出子 尾上 麻里 井上 さゆり 佐藤 通代 丸中 和佳 船場 真紀
17 ハッピー野郎 西村 尚子 西村 尚子 嶋津 春美 岩森 敦子 井上 みゆき 中川 知子 石井 富美江
18 チームさくらんぼ 黒田 八重子 黒田 八重子 川崎 千恵 宍戸 直美 高橋 紀子 岩水 直美 齋藤 綾子
19 もずくちゃん 金木 悦子 金木 悦子 大屋 三代 奈良井 典子 小林 幸千代 眞殿 ゆり 山田 淳子
20 六黄色社会 太田 智美 太田 智美 鈴木 恵美 小川 桂子 西村 美香 兼板 有紀 一条 容子
21 SORA 古川 志津佳 松芳 淳子 沖世 佳子 松岡 真美 吉田 亜紀子 秋山 順子 古川 志津佳
22 プリンセス6 八田 弘子 飯澤 加津子 岩本 ゆか 江崎 千佐 甲斐 厚子 吉川 啓子 八田 弘子
23 チームノムさん 野村 富美子 野村 富美子 大野 満子 原田 知英 中嶋 茂子 佐藤 真弓 川口 陽子
24 調教師ゆっきー 宮内 知子 清尾 優子 矢野 由可 東 高子 柴田 由紀 北濱 裕葵 宮内 知子
25 ゴールドボール 大久保 紫 谷村 由美子 住山 智子 西本 奈津子 幸田 裕美 白水 まゆみ 大久保 紫
26 カラフルプリン 中沢 幹枝 中沢 幹枝 岡嶋 麻湖 草野 享子 松澤 典子 横山 典子 野崎 洋子
27 ゴン攻めでいこう 倭 直子 倭 直子 川口 洋子 樋口 敏子 猿橋 尚子 内田 えつ子 松本 真由美
28 チーム翔 杉田 律子 奥野 香澄 鷲見 みどり 角南 文子 寺内 都 森田 恵子 杉田 律子
29 happy time 畠山 香織 畠山 香織 南 綾子 吉村 亜佐美 森重 尚子 山本 紀子 荒冷 絵理
30 デコぽんず 伊藤 美恵 伊藤 美恵 上地 素子 川端 康子 清水 真弓 高桑 隆子 寺田 小百合
31 ジユウなチイママ 角田 千佐登 角田 千佐登 池本 麻佐子 沼田 純子 四方 真智子 大川 雅代 森山 裕子
32 大丈夫そ？ 平野 幸保 梅原 博美 田籠 嘉枝子 平野 幸保 吉場 暁子 大山 由希 増田 真美子

万博テニスガーデンＢ
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

33 Ｊ－ｔｈｒｅｅ 中谷 弥穂 中谷 弥穂 坂本 美保 古賀 繭子 清水 由以子 上口 真知代 江口 昌代
34 チーム いちがん 小山聖子 五代由加里 坂和小百合 濱田由佳理 藤原英子 橋本尚美 小山聖子
35 エアハイタッチ 若山 道代 山本 真智子 松川 千佳子 港 朋子 中西 孝子 石戸 裕子 若山 道代
36 イデアル 田村 真理 青井 悦子 岩島 妙子 澤田 貞子 永野 寿江 村山 登志子 浅田 まり子
37 Charge！ 紀太 千恵 手島 あゆみ 桐山 則子 服部 幸子 國部 綾 前垣 智美 紀太 千恵
38 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 中尾 淳子 加賀山 智子 岸本 敏枝
39 共にfight 荒川 佳代子 荒川 佳代子 岸木 淳子 木村 牧子 高野 裕子 長谷川 康子 山田 りよ子
40 びっくりぽんず 岡山 奈緒美 大久保 清美 小寺 由美 熊野 早希子 村上 恵子 小林 郁子 岡山 奈緒美
41 ラッキー 6 山本 春美 清水 紀子 野上 正子 麻坂 厚子 郷原 純子 今井 成子 山本 春美
42 オリーブ 薩摩 美香子 薩摩 美香子 仁野 清美 古家 妙子 近藤 里香 辻 光子 三宅 眞紀
43 ハーフハーフ 杉田 幸子 杉田 幸子 野上 有希 磯崎 美津恵 打越 多佳子 奥主 ゆり 堀地 知恵
44 グリーンアイランド 大矢 裕子 大矢 裕子 久林 知洋美 栗山 春美 井野 早苗 本多 加奈子 清水 恵
45 フォーティラブ 内田 雅子 内田 雅子 青木 弥生 中村 利恵子 池内 洋子 橋本 登紀子 楠本 弥生
46 ワルたくみ 村上 玲子 町井 麻由里 山内 真由美 児玉 一美 川久保 直美 三浦 領子 村上 玲子
47 ミンティア 吾妻 若江 吾妻 若江 古原 由香 小椋 純子 佐藤 真理子 大西 香代子 西條 典子
48 眼光人 瀧山 映子 瀧山 映子 山口 小波 山口 小百合 土井 千恵子 中山 京子 大槻 恭子
49 TEAMーK　A 山﨑 るり 中川 知恵子 小野 悦子 畑 則子 三笘 真由美 金井 静子 山﨑 るり
50 上を向いて歩こう 柳橋 房子 柳橋 房子 南里 淑恵 岡 りつ子 大谷 博美 安武 政子 福元 智子
51 キラキラ 菅原 真理子 菅原 真理子 片山 雅子 中須賀 希代子釜野 由美 上原 裕香 和田 典子
52 DANDANDAN 定兼 由香 横地 美由紀 江座 佳奈 上野 慶子 吉川 智子 八藤 敏恵 定兼 由香
53 ゆうきりんりん 冨浪 美和 冨浪 美和 越田 京子 岩崎 順子 小島 恵 西村 千浩 山本 真弓
54 オープンセサミ 島瀬 志津子 島瀬 志津子 宮川 友紀 橋中 明子 大橋 順子 藤井 貴子 伊集院 悦子
55 自滅の刃 板井 恵美子 板井 恵美子 クック 典子 鈴木 彰子 猪口 ひとみ 森 智子 古妻 みどり
56 チェリーブロッサム 藤田 治子 藤田 治子 山野 美津子 本久 順子 崎山 雪絵 隠岐 京子 西村 由起子
57 ケセラセラ 小川 陽子 小川 陽子 西川 雅子 竹橋 直美 今井 里香 下淵 千恵 大馬崎 友
58 エースもねらえ 塚田 光子 塚田 光子 大森 由佳 田井中 法代 谷本 路子 上前 加代 山下 康子
59 オーのりのり 池 恵里子 池 恵里子 日南 佳子 斎藤 千恵 吉村 晴美 中村 裕子 中塚 節子
60 フィリップ 芦田 浩子 芦田 浩子 長野 昌子 瀬木 由佳 壷井 千英 東谷 芳枝 辻 佐起子
61 Ｐｒｉｎｃｅｓｓ² 岩橋 純子 岩橋 純子 坂脇 桂子 岩元 育子 吉見  万里 東 承子 河合 志津
62 チョコかバニラ 仁木 紅子 上田 早苗 天野 朋子 清水 直子 柿田 里奈 原田 由佳 仁木 紅子
63 ハッピース 藤野 貴子 大濱 美保 重満 直美 中村 真理 廣田 ひろみ 福島 布美子 藤野 貴子
64 Penn！ 植木 江里子 村井 麻美 竹島 麗子 井西 裕紀子 黒松 真美 波多江 陽子 植木 江里子



万博テニスガーデンＣ
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

65 糸目新喜劇 西尾 優子 三枝 美和 吉村 裕絵 西居 いくこ 浅井 真貴 岡田 加津重 山地 美幸
66 いつもチャレンジ 花森 寿子 花森 寿子 小島 洋子 山本 美希 高橋 千名美 小西 安樹子 川井 和子
67 やる気スイッチON 山畑 多佳子 山畑 多佳子 善田 賢恵 今井 えみ 谷口 雅美 百鳥 年美 染矢 千雅
68 花ちゃんの妖精 堀 麻美 堀 麻美 辻 千恵子 藤田 かおり 安田 ゆり子 由上 伊志江 臼井 真由美
69 ピースをねらえ 塩山 美香 伊藤 佳美 尾崎 祥子 佐々木  陽子 塩山 美香 島澤 弘江 杉本 直子
70 チームグリンフェス 久世 祐子 久世 祐子 中村 貴江 小野 あかね 吉田 由美子 前平 由佳理 戸祭 和子
71 トラッキーズ 中尾 万晶子 中田 有可子 市橋 直子 山田 真理子 山盛 裕子 伊佐 寿世 中尾 万晶子
72 みんな大好き！ 田中 保子 門嶋 久美子 岡野 真寿美 佐々木 瑞恵 花岡 陽子 村田 淑子 田中 保子
73 アクアマリン 鈴木 淳子 後藤 光枝 鈴木 淳子 高橋 由紀子 中村 道子 藤原 典美 若見 祥子
74 ティータイム 濱谷 直子 志水 雅子 橋本 智帆 桐山 明子 高雲 尚子 橘 佳子 濱谷 直子
75 マリーゴールド 大橋 由里子 大橋 由里子 種子田 美由紀奥村 幸子 日比野 仁美 関口 順子 出野 芳江
76 ファイティンガール 平野 香 平野 香 宇佐見 伸江 岡田 早苗 木村 紀子 吉田 玲奈 門田 恵子
77 おひかえなすって！ 辻岡 展子 大東 聖子 上根 弘美 近藤 尚子 和田 美穂子 水野 明子 辻岡 展子
78 レッツゴー6匹 田中 千里 田中 千里 奥野 幸子 加藤 由紀子 浦上 知子 三井 浩代 村上 真澄
79 ワンだふる 月山 由里 月山 由里 長谷川 絹恵 小林 美佳子 足立 景子 白水 理恵 西村 知子
80 asobo～ 江島 園子 江島 園子 菅生 委久栄 福嶋 恵子 樋口 倫子 元木 薫 山際 加代子
81 ラブオール2022 木下 由美子 木下 由美子 井関 准子 北原 利恵 高田 澄江 蔦 俊子 吉田 由美子
82 たけのこSIX 辻田 圭子 辻田 圭子 萬成 美紀 木川 春芽 橋本 ひろみ 木村 美弥 林田 美江
83 バンビーナ 園田 恵子 園田 恵子 池村 円 二谷 典子 岡田 美弥 青木 智子 林 美紀
84 マロングラッセ 友広 明子 友広 明子 渋谷 洋子 矢野 文恵 百合藤 真優 片山 由佳里 大本 暢子
85 プリチィグリーンズ 野村 佳代子 野村 佳代子 松田 光子 高橋 禎子 関野 恵子 稲内 美樹 田澤 芙美子
86 Ready Player６ 杉本 三貴子 梅本 典子 白石 聖子 末廣 由美 木野 裕子 永沼 睦美 杉本 三貴子
87 チーム　ゆきちゃん 奥村 憲子 清水 明美 大津加 佳代 定本 敏子 吉永 陽子 西田 裕紀子 奥村 憲子
88 ニーニャンズ 友田 恵都子 友田 恵都子 松永 きよみ 小林 めぐみ 野上真美子 中谷 美紀 鈴木 尚子
89 相棒6 木村 洋子 木村 洋子 林 由佳子 岸田 基子 富田 温子 田中 桂子 北村 礼子
90 カッシーズ 福長 智美 福長 智美 坂上 恵津子 坂口 久美子 久米 ひろみ 藤本 真澄 仲 壽子
91 カフェモカ 並河 聡子 嘉屋 奉美 谷山 愛美 河野 恭子 藤田 麻子 長崎 早苗 並河 聡子
92 サラダ記念日 山崎 かおり 山崎 かおり 池邊 正恵 山崎 恵子 米崎 充子 奥田 雅美 香川 純代
93 RUNランRUN 加藤 晴巳 加藤 晴巳 浦添 広美 小野 摩佐子 紙谷 みな 土岐 敬子 谷垣 擁子
94 カムカムポイント 高橋 操 高橋 操 住谷 正恵 奥田 和子 渡部 規栄 辻村 和枝 木原 啓子
95 パルオール 藤本 初美 有田 みどり 釜親 美智子 石山 智子 園山 真紀 土井 友里子 藤本 初美
96 生ハムメロン 岩口 洋子 東 靖子 斉藤 理恵 菅 嘉余子 森田 邦子 中嶋 裕美子 岩口 洋子



チームうろこ 合縁奇縁

チームうろこ カクゲンシ

30 21
ワンバンするもんね カクゲンシ

21 30
チームうろこ グレイトな仲間たち

21 30
がんばり隊 グレイトな仲間たち

30 30
がんばり隊 グレイトな仲間たち

30 21
ペロリン Ｎｕｋｕｍｏｒｉ

30 30
TEAM PY

21 WO
TEAM PY スタータッセル

TEAM PY スタータッセル

21 30
モモクロサンランド ホップ　ステップ

21 21
TEAM PY スタータッセル

30 30
モモいろクローバー ＜シード＞ 橋本組

21 №1 30
ミックスベリー №2 橋本組

21 21
ミックスベリー れーはレモンのれ

　　一般・予選ラウンド 　住友総合グランドテニスコートＡ

1 チームうろこ 合縁奇縁 17

2 Bye Bye 18

3 ワンバンするもんね パピヨン 19

4 エンジェルハーツ カクゲンシ 20

5 M's ジュニア ミックスナッツ 21

6 がんばり隊 グレイトな仲間たち 22

7 ペロリン 虹色ミラクル 23

TEAM PY

21

8 タックフォルノー Ｎｕｋｕｍｏｒｉ 24

9 TEAM PY スタータッセル 25

10 Bye Bye 26

11 モモクロサンランド JUMP UP 27

12 ぽこあぽこ ホップ　ステップ 28

13 モモいろクローバー 橋本組 29

14 スプリングダッシュ
チームうろこ

enjoyテニス 30
れーはレモンのれ

15 Bye Bye 31

16 ミックスベリー れーはレモンのれ 32



ワニワニパニック はーしーず

ワニワニパニック はーしーず

30 21
フルーツ大福 チーム・ブラック

21 21
ワニワニパニック 楽笑

21 21
大人庭球部 楽笑

30 30
レモンイエロー 楽笑

30 21
レモンイエロー ハッピースマイル

30
ワニワニパニック まきこ９４８歳

21 30
藤堂さんLOVE クロワッサンサンド

藤堂さんLOVE クロワッサンサンド

30 30
出会いかーらーのー 寅威トライTRY

21 21
藤堂さんLOVE まきこ９４８歳

21 30
その調子 ＜シード＞ M's13おとな組

30 №1 30
ナンテコッタ！パンナコッタ！？ №2 まきこ９４８歳

21 30
ナンテコッタ！パンナコッタ！？ まきこ９４８歳

　　一般・予選ラウンド 　住友総合グランドテニスコートＢ

33 ワニワニパニック はーしーず 49

34 Bye Bye 50

35 フルーツ大福 チーム・ブラック 51

36 小麦っ娘 きらきらーず 52

37 チームどたばた 楽笑 53

38 大人庭球部 ラズベリー 54

39 魂レボリューション Bye 55

まきこ948歳

30

40 レモンイエロー ハッピースマイル 56

41 藤堂さんLOVE クロワッサンサンド 57

42 Bye Bye 58

43 子丑寅卯辰巳 ＳＡＫＵＲＡ 59

44 出会いかーらーのー 寅威トライTRY 60

45 その調子 M's13おとな組 61

46 サムシングクール
ワニワニパニック

てるてるチェリー 62
まきこ９４８歳

47 Bye Bye 63

48 ナンテコッタ！パンナコッタ！？ まきこ９４８歳 64



住友総合グランドテニスコートＡ
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 チームうろこ 鈴木 賢美 鈴木 賢美 中山 里茶 山口 仁美 稲垣 博子 渡井口 靖子 増本 千賀子
2 Bye
3 ワンバンするもんね 嶋袋 朝子 嶋袋 朝子 米岡 貴子 西際 靖子 大木 悦子 久保 幸恵 窪田 亜紀
4 エンジェルハーツ 小物谷 雪子 松山 みか 古庄 信子 木村 真弓 笹尾 陽子 小西 真琴 小物谷 雪子
5 M's ジュニア 石川 直美 高木 幸子 中村 尚美 佐野 文江 武久 美和 坂井 久恵 石川 直美
6 がんばり隊 山中 洋子 山中 洋子 野村 芳子 井嶋 由子 飯田 啓子 村上 由紀 増井 恵子
7 ペロリン 岡本 一美 清水 佐和子 井上 千香恵 木本 英子 松生 千佳 久場 美津子 岡本 一美
8 タックフォルノー 青木 由貴子 青木 由貴子 野島 礼子 岡本 真澄 千田 和代 新林 泰子 宇田 由紀子
9 TEAM PY 北尾 広子 小林 温子 生島 恵理子 荒池 宝 岩屋口 恵 下村 有加 北尾 広子
10 Bye
11 モモクロサンランド 李 美奈子 李 美奈子 阿部 善子 吉田 智子 小野木 文子 森本 里美 山本 覚子
12 ぽこあぽこ 直田 みどり 直田 みどり 加藤 文子 植田 昌子 中村 由季子 安室 由美子 天満 昭子
13 モモいろクローバー 米岡 朋子 米岡 朋子 荒木 直子 吉田 昌希子 入 純子 井上 英美 三浦 智子
14 スプリングダッシュ 王子田 法子 王子田 法子 窪田 優子 瀬戸 純恵 加藤 麻美 梅本 京子 井手 かおり
15 Bye
16 ミックスベリー 桜井 深雪 桜井 深雪 松尾 静枝 松尾 彬子 宇都宮 玉江 野口 親子 力丸 庸子
17 合縁奇縁 小川 佳世 小川 佳世 西村 薫 池森 直子 須永 佐恵子 仁井田 恵都子本田 法子
18 Bye
19 パピヨン 原 陽子 原 陽子 岩田 知子 中川 直子 岡田 貴代子 中島 純子 沖田 英子
20 カクゲンシ 黌農 佳永子 黌農 佳永子 田中 礼子 福本 麻紀 内田 和子 渡邉 真由美 上野 麻紀
21 ミックスナッツ 下山 麻紀子 藤原 友鼓 奥田 久美子 植田 昌子 大土井 愛子 多田 明子 東山 志保
22 グレイトな仲間たち 古瀬 瞳 坂本 彩 三根 千尋 佐藤 彩加 山口 真奈 山中 和子 古瀬 瞳
23 虹色ミラクル 谷口 知栄 糸林 元子 大井 美季 奥村 優子 関口 京子 谷口 知栄 宮越 由季
24 Ｎｕｋｕｍｏｒｉ 𠮷岡 増美 𠮷岡 増美 山口 久美子 山﨑 美紀 前地 理子 相原 美里 木村 理代
25 スタータッセル 小島 智美 小島 智美 中村 かおり 松持 知子 伊東 育子 審 佐和子 松本 陽子
26 Bye
27 JUMP UP 北嶋 舞子 北嶋 舞子 和田 千世代 出口 利江 大西 もみじ 嘉藤 敬子 浜元 真由美
28 ホップ　ステップ 安達 淳子 安達 淳子 岡﨑 恵子 高木 美智子 内藤 妙子 坪倉 知佐子 尾崎 淳子
29 橋本組 三浦 喜久子 三浦 喜久子 小林 晴美 岡 智香 御幡 裕美 石原 まり子 坂根 咲央里
30 enjoyテニス 大路　絵理 大路絵理 橋本　明子 中尾　由希子 古川昌世 丹羽　智佳子 岡本 悦子
31 Bye
32 れーはレモンのれ 渡辺 幸子 渡辺 幸子 山科 美紀 後藤田 久仁子元川 恭子 香山 泰子 中村 真紀子

住友総合グランドテニスコートＢ
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

33 ワニワニパニック 木村 利果 木村 利果 畑中 美由紀 岩崎 志奈子 野口 理恵 香川 悦子 三室 佳代子
34 Bye
35 フルーツ大福 亀谷 幸子 亀谷 幸子 松本 津代子 伊藤 由香 中澤 真里 前川 広美 榎本 さおり
36 小麦っ娘 中司 康代 中司 康代 土橋 慶子 平見 由美 中野 澄美子 西田 智子 秀高 早苗
37 チームどたばた 依田 里佳子 城戸 みゆき 三井 恵美子 渡辺 幸千代 久保 佳代子 依田 里佳子 神阪 みどり
38 大人庭球部 西田 亜希 上田 奈美 金津 信子 岡田 順子 栗山 麻奈美 大井 由美子 西田 亜希
39 魂レボリューション 新谷 理恵 新谷 理恵 緒方 弥栄子 遠藤 悦子 野津 郁子 松本 英子 谷井 裕子
40 レモンイエロー 竹安 由起子 竹安 由起子 山脇 千佳子 佐々木 恵子 猿渡 みゆき 北 美鈴 澤田 桃子
41 藤堂さんLOVE 田中 美樹 重坂 栄里子 野村 よし子 内田 美智代 松村 仁美 宇都宮 陽子 田中 美樹
42 Bye
43 子丑寅卯辰巳 小南 篤美 小南 篤美 北山 由華 黒川 恭子 松下 智佳子 佐藤 由美子 今井 恵子
44 出会いかーらーのー 松村 富士子 八川 三保子 新堂 さゆり 楠木 容子 佐々本 恵子 北野 裕子 松村 富士子
45 その調子 出口 良子 矢田 有加 鷺坂 優子 光冨 寛海 石末 満里 中井 美紀子 出口 良子
46 サムシングクール 榊原 幸子 礒野 由美 榊原 幸子 東川 宏美 越智 ゆり 江崎 知子 清水 薫
47 Bye
48 ナンテコッタ！パンナコッタ！？ 牧野 南峰 加藤 亜紀子 牧野 南峰 節田 博美 梅本 未央 山本 眞樹子 北野 晃子
49 はーしーず 芝田 智美 芝田 智美 川崎 由佳 福岡 秀実 田畑 昌子 川端 美春 山村 納奈子
50 Bye
51 チーム・ブラック 松井 洋子 佐藤 栄子 小池 智子 山本 有紀 藤木 由希子 三上 寛子 松井 洋子
52 きらきらーず 井関 純子 河崎 千景 貴志 久美子 伊藤 奈津子 田井 佳代 上村 留美子 井関 純子
53 楽笑 金子 薫 井川 真由美 本多 紀子 野内 景子 内山 敬子 中西 佳子 金子 薫
54 ラズベリー 植北 尚子 東辻 奈津子 濱本 佳子 守谷 純子 薮内 博子 木田 千絵 植北 尚子
55 Bye
56 ハッピースマイル 塩田 育恵 塩田 育恵 荒山 智子 佐野 陽子 清水 可奈子 湯澤 理香 山本 裕子
57 クロワッサンサンド 油野 陽子 松尾 千歳 吉田 知華子 須田 智美 石田 真美 鷹取 典子 油野 陽子
58 Bye
59 ＳＡＫＵＲＡ 伊藤 順子 伊藤 順子 生井 美樹 佐川 有紀子 難波 美千子 藤原 昌子 船井 京子
60 寅威トライTRY 筧中 幹代 大山 尚美 尾﨑 久美子 高見 潤子 中島 ゆり子 中野 真紀 筧中 幹代
61 M's13おとな組 菊田 美代子 中野 志麻子 濱田 美枝子 若松 加奈 高田 博美 赤澤 奈都子 菊田 美代子
62 てるてるチェリー 山内 美佳 高橋 美和子 竹永 奈美子 中田 美保 中村 寿美子 森本 涼香 山内 美佳
63 Bye
64 まきこ９４８歳 山本 智子 榊 淳子 池田 花 池垣 有合 山本 智恵子 小林 真樹子 山本 智子



HNTT6 笑う門には福来る

HNTT6 笑う門には福来る

30 30
本日のおすすめ やっぱり珍メンバー

21

HNTT6 笑う門には福来る

30 30
がんばるやん！ お誘いしました

いぬ・いの会 ドM  GO GO6

30 30
いぬ・いの会 ドM  GO GO6

HNTT6 3か月でコミット2

30 21
がんばったらプリン 大安吉日

がんばったらプリン 只今、勉強中

21 21
アイス･マスク 只今、勉強中

六福神 3か月でコミット2

21 30
楽しくわいわい お気楽に

№1 21

六福神 №2 3か月でコミット2

30 30

六福神 3か月でコミット2

16 六福神 3か月でコミット2 32

30

15 Bye Bye 31

14 Bye お気楽に
HNTT6

3か月でコミット2

＜シード＞

28

13 楽しくわいわい COMETS 29

11 Bye Bye

12 アイス･マスク 只今、勉強中

Bye 23

やっぱり珍メンバー

27

ドM  GO GO6 24

大安吉日 25

Bye 26

　　一般・予選ラウンド 吉川総合運動公園テニスコート

17

5 がんばるやん！ お誘いしました 21

2 Bye Bye

Bye 19

1 HNTT6 笑う門には福来る

18

3

4

せいりせいとん

20

6 Bye Bye 22

本日のおすすめ

HNTT6

30

8 いぬ・いの会

10 Bye

7 Bye

9 がんばったらプリン



吉川総合運動公園テニスコート
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 HNTT6 脇本 郁子 脇本 郁子 木村 絵奈 畑中 美里 齋藤 麻衣子 松岡 恵里 長田 優
2 Bye
3 せいりせいとん 浜野 有紀 有沢 とも子 城戸 美奈子 井上 瑞希 関野 映子 浜野 有紀 山名 かおり
4 本日のおすすめ 渡部 裕子 喜多 あゆみ 藤井 いさこ 山田 綾 完山 尚未 宮路 知子 渡部 裕子
5 がんばるやん！ 小島 晴美 中末 則子 松田 圭子 熊谷 節代 名賀 由美子 井内 みすず 小島 晴美
6 Bye
7 Bye
8 いぬ・いの会 渡邊 豊恵 中尾 みゆき 安達 典子 小野 益美 渡邊 豊恵 久保田 美鈴 太田 香織
9 がんばったらプリン 後藤 君代 後藤 君代 西澤 みゆき 松村 まさよ 田中 藤美 魚澤 めぐみ 髙田 玲子
10 Bye
11 Bye
12 アイス･マスク 杉山 朱実 松尾 素子 熊本 富美子 鈴木 昌美 安藤 絵美 岩崎 佳苗 杉山 朱実
13 楽しくわいわい 鍋谷 惠美子 松波 江寸子 上村 美智子 植野 啓子 加茂前 朱美 長谷川 京子 大矢根 由佳
14 Bye
15 Bye
16 六福神 中澤 恵子 中澤 恵子 曽谷 亜由美 大橋 扶企子 李 明代 神山 朋子 漆原 かおり
17 笑う門には福来る 松田 希 岩崎 京子 谷 麻由美 中尾 裕子 米田 素子 山本 美奈子 松田 希
18 Bye
19 Bye
20 やっぱり珍メンバー 正躰 八千代 正躰 八千代 松田 かつゑ 日置 温子 武村 真由美 田治見 優子 福嶌 由美子
21 お誘いしました 塩道 靖子 井上 由起美 渡瀬 真実 中島 加奈美 白石 美代子 山下 圭 塩道 靖子
22 Bye
23 Bye
24 ドM  GO GO6 白木 美佐子 福永 奈美 水方 紀代 山田 真理子 川口 まゆみ 今峯 春美 白木 美佐子
25 大安吉日 岡 美智代 岡 美智代 片岡 典代 﨑浴 三奈子 平田 裕子 高畑 和美 奥野 千鶴
26 Bye
27 Bye
28 只今、勉強中 萩原 和子 島田 恵 五百蔵 登美子中塚 麻由子 長谷川 寿美 久保 千鶴 萩原 和子
29 COMETS 村上 雅子 村上 雅子 小林 純子 平峰 真由美 山下 直美 水倉 容子 李 陽子
30 お気楽に 玉清美 玉清美 山田郁子 有年日登美 西牧佳子 柴田道子 横山 文
31 Bye
32 3か月でコミット2 西 貴子 西 貴子 安藤 賀子 磯田 珠可子 上村 直子 豊田 環 山下 玲



メンタル筋肉痛 ミラクルガールズ

30
メンタル筋肉痛 リアンず。

30 21
チキンハート再び リアンず。

30 30
メンタル筋肉痛 かほるちゃーん

30 30
ぷりっつ おそ松さん

21 21
マミーズ かほるちゃーん

21 30
マミーズ かほるちゃーん

メンタル筋肉痛 かほるちゃーん

30 30
CafeGREEN Evしらしんけん

CafeGREEN ダークボマー

21 30
博子の真夏の大冒険 ダークボマー

30 30
CafeGREEN ダークボマー

30 21
ルピナス ＜シード＞ テニスパーティ

21 №1 30
ルピナス №2 グルメリポーターズ

21 21
春日カワラナデシコ グルメリポーターズ

　　一般・予選ラウンド 　太陽が丘公園テニスコートコートＡ

1 メンタル筋肉痛 ミラクルガールズ 17

2 Bye ブレイクポイント 18

3 エンジョイテニス たかぼん 19

4 チキンハート再び リアンず。 20

5 ぷりっつ おそ松さん 21

6 くるりんぱ ライジングサン 22

7 Bye Bye 23

メンタル筋肉痛

30

8 マミーズ かほるちゃーん 24

9 CafeGREEN Evしらしんけん 25

10 Bye Bye 26

11 博子の真夏の大冒険 キン肉DE勝負 27

12 月橋　渡 ダークボマー 28

13 ルピナス テニスパーティ 29

14 Ofしらしんけん
メンタル筋肉痛

シナノスィート 30
グルメリポーターズ

15 Bye Bye 31

16 春日カワラナデシコ グルメリポーターズ 32



No  LIMIT モッキンバード

21
No  LIMIT モッキンバード

30 21
のりのりのりこ ＭＴ．ＰＲＩＮＣＥ

21 30
No  LIMIT ドライブWAY

30 30
よろしくっち ポコたん

30 30
よろしくっち ドライブWAY

30 21
グッジョブ ドライブWAY

No  LIMIT ドライブWAY

30 21
第五中隊 G -zone

みーんな仲良し G -zone

30 30
みーんな仲良し CTPH

30 30
みーんな仲良し G -zone

30 21
キットカット ＜シード＞ ラッキー おそ松

30 №1 21

M&S №2 ペコリ

30 21

M&S ペコリ

　　一般・予選ラウンド 　太陽が丘公園テニスコートＢ

33 No  LIMIT ＮＧＳガールズ 49

34 Bye モッキンバード 50

35 のりのりのりこ ＲＯＳＥＴＴＡ 51

36 ＨＯＳＨＩＤＡ ＭＴ．ＰＲＩＮＣＥ 52

37 ごち ポコたん 53

38 よろしくっち ニケ 54

39 Bye Bye 55

No  LIMIT

21

40 グッジョブ ドライブWAY 56

41 第五中隊 G -zone 57

42 Bye Bye 58

43 みーんな仲良し CTPH 59

44 フレッシャーズ てるてる坊主 60

45 キットカット ラッキー おそ松 61

46 マジカル・ガールズ
No  LIMIT

Chat  noir 62
ペコリ

47 Bye Bye 63

48 M&S ペコリ 64



太陽が丘公園テニスコートＡ
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 メンタル筋肉痛 新見 昌子 藤井　あゆみ 村田 美香 中田 加奈子 慶山 祐子 山本 まどか 新見 昌子
2 Bye
3 エンジョイテニス 松下 洋子 稲垣 ますみ 今堀 佳世子 金巻 敦子 國友 常代 小林 久美子 松下 洋子
4 チキンハート再び 小粥 初美 小粥 初美 岩村 裕美 本田 範子 大家 香 山本 佳世 岩崎 ヒトミ
5 ぷりっつ 高田 美紀 林 美鏡 森 泰代 杉本 聡恵 内山 洋美 小山 美穂 高田 美紀
6 くるりんぱ 小川 陽子 小川 陽子 河野 由子 藤原 泰子 松尾 光 長西 葉子 増田 千里
7 Bye
8 マミーズ 間宮 由美子 間宮 由美子 山下 梨恵 野田 裕子 吉田 可奈 山下 美和子 北川 美季
9 CafeGREEN 今西 いづみ 横山 由美子 三宅 幹子 玉村 美紀 三上 聡美 大谷 則子 今西 いづみ
10 Bye
11 博子の真夏の大冒険 藤岡 京子 岩瀬 つね子 中山 博子 芝原 温子 有本 充容 中根 真美 藤岡 京子
12 月橋　渡 川勝 麻衣子 川勝 麻衣子 齊藤 藍子 松山 千帆 喜多 知子 中川 愛 清水 育子
13 ルピナス 西村 佳代子 西村 佳代子 阿比留 さゆり 梶山 あけみ 上坂 尚子 坂井 佳永 佐々木 加矢子
14 Ofしらしんけん 野村 俊香 野村 俊香 塚本 邦子 山羽 真由美 谷岡 敦子 今村 真理子 山根 恵理
15 Bye
16 春日カワラナデシコ 武田 香 武田 香 岡村 彩絵子 横山 真紀子 大西 亜樹 平井 麻美 東原 理恵
17 ミラクルガールズ 竹安 直子 千原 美紀 森本 希代美 大宮 相子 冨士野 こずえ李 美香 竹安 直子
18 ブレイクポイント 池田 伊津子 山崎 直美 中川 直子 寺嶋 直美 川口 由支 池田 伊津子 一瀬 真紀子
19 たかぼん 行定 信代 行定 信代 浪花 順子 入江 裕子 佐中 雅子 溝口 静代 北川 彰代
20 リアンず。 太田 三代 延命寺 玲奈 溝江 恵子 平田 智子 岩田 真衣子 梶　　陽 太田 三代
21 おそ松さん 宮本 明子 宮本 明子 南野 希句代 八木 圭子 奥田 智砂 山田 美千代 大神 直子
22 ライジングサン 川浪 乃理子 川浪 乃理子 加藤 弘子 青木 正子 佐藤 有子 杉之下 恭子 倉谷 信美
23 Bye
24 かほるちゃーん 上内 真琴 上内 真琴 金沢 かほる 大塚 加代 大野　有紀 米田 三保子 山下 奈美子
25 Evしらしんけん 橋村 直美 岡田 喜久恵 久留 知里 後藤 信子 柴田 理恵子 田中 昭子 橋村 直美
26 Bye
27 キン肉DE勝負 村井 美穂子 永岡 三紀子 澤田 朱美 和中 優子 多田 久美子 上部 陽子 村井 美穂子
28 ダークボマー 野村 早苗 野村 早苗 井上 香穂 池永 優子 岡山 智恵子 木村 真裕美 川島 美香
29 テニスパーティ 佐藤 泉 新名 祐子 久保田 香織 宮本 いづみ 村上 幸枝 仁田 直子 佐藤 泉
30 シナノスィート 椛島 千恵美 椛島 千恵美 小口 志津子 中村 美保 山本 房子 丸野 勝代 倉嶋 久実
31 Bye
32 グルメリポーターズ 田中 美佳 西浦 睦 中山 恵 田中 美佳 小島 麻里 本田 純子 小川 季美子
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33 No  LIMIT 井川 禎恵 井川 禎恵 池井 幸代 竹内　良子 水谷 陽子 山下 奈緒美 松山 知恵子
34 Bye
35 のりのりのりこ 西村 栄美 西村 栄美 登田 浄子 吉井 直子 佐野　五月 谷尾 薫 上村 野梨子
36 ＨＯＳＨＩＤＡ 大西 里美 大西 里美 恵比須 恵子 野澤 智子 渡辺 典子 八木 陽子 杉原 絵美
37 ごち 水野 百合子 水野 百合子 山口 尚代 松井 純子 中村 宏枝 林 眞由美 菰池 圭子
38 よろしくっち 田里 千佳子 村尾 直子 田里 千佳子 四方 麻矢 宮本 裕子 今西 明美 山内 万由美
39 Bye
40 グッジョブ 河合 淳子 河合 淳子 綿民 英子 古川 多恵子 小道 裕子 坂本　匡世 田中 晴美
41 第五中隊 武田 亜希子 武田 亜希子 林 尚子 中村 香織 藤見　栄美 安田 知美 富島 紀子
42 Bye
43 みーんな仲良し 渡辺 裕子 渡辺 裕子 片山 裕紀子 片山 奈恵 中 真紀子 植田 幸 森内 美帆
44 フレッシャーズ 岩本 文美恵 岩本 文美恵 浅田　範子 井上 由貴江 川崎 雅子 黒川 久美子 田本 敦子
45 キットカット 水谷 祥子 水谷 祥子 北村 早苗 山口 早苗 宮角 恵子 髙橋 由貴子 三好 隆恵
46 マジカル・ガールズ 千松 香 植田 信子 澤 美樹 千松 香 道願 久美子 中井 和美 山内 佐知子
47 Bye
48 M&S 正野 恵美子 奥田 香織 土江 由美子 矢田部 潤子 河邉 寛子 寺岡 京子 正野 恵美子
49 ＮＧＳガールズ 谷 二葉 谷 二葉 山内 ひろみ 大迫 薫 荻野 麻里 朝山 敏子 飯田 良美
50 モッキンバード 浅田 由喜枝 浅田 由喜枝 角 一代 三上 とも子 奥村　万枝里 田﨑 淳子 多田 道恵
51 ＲＯＳＥＴＴＡ 福西 衣穂子 福西 衣穂子 飯野 美穂子 乾 まさよ 小田　章代 坂口 陽子 中谷 和美
52 ＭＴ．ＰＲＩＮＣＥ 植垣 貴美子 植垣 貴美子 須田 和美 石田 清香 二宮　みどり 出縄 久子 塚原 光子
53 ポコたん 新谷 清美 新谷 清美 藤井　真紀子 小町 留美 清水 千代子 高村 文子 松本 亜由美
54 ニケ 杉岡 弘子 伊田 泰代 望月 明子 井上 万弓 藤木 順子 山口 美恵 杉岡 弘子
55 Bye
56 ドライブWAY 楠見 真澄 武岡 幸子 関 幸 廣瀬 幸代 近藤 春奈 柿本 喜代子 楠見 真澄
57 G -zone 真継 早紀子 真継 早紀子 日下 靖子 和田 幸子 澤田 ますみ 石田 信恵 黒坂 晶子
58 Bye
59 CTPH 米地 かおり 米地 かおり 高橋 理恵 真下 千登勢 藤井 寛子 森田 和恵 河野 悦子
60 てるてる坊主 辻本 薫 辻本 薫 多田 裕子 田原 誠子 山本 秀子 木村 智子 前坂 孝公
61 ラッキー おそ松 中島 明子 植木 有里 岡本 明美 落合 英美 柿森 由美子 木村 香織 中島 明子
62 Chat  noir 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 松尾 知枝
63 Bye
64 ペコリ 灰岡 美千代 永井 恭子 山﨑 五月 坂田 麻樹 三好 玲子 灰岡 美千代 吉岡 美友紀


