
第２４回　出場参加チームおよびメンバー表

●一般の部　　Ａクラス

チームNo チーム名

1 がみちゃんず 永田　康裕 西上　尚志 西崎　健太 永田 奈津実 西上　捺美 橋川 紗也子

2 の～りあくしょん 菅　弘樹 白石　昭寿 三戸谷 勇樹 坂村　綾奈 三戸谷 真衣子 小林　千尋

3 ザップ会 松尾　俊一 山口　直哉 折戸　亮輔 上原　夕佳 伊藤　有希 木原　万帆

4 ONE+ 三尾　和輝 三村　公亮 星原　光 大田 理紗子 原田 瑚乃美 江本　祥子

5 ニコニコクラブ 三宅　秀信 松本　淳平 鈴木　清 諌山　佳恵 松本 真奈美 斉藤 麻佐子

●一般の部　　Ｂクラス

チームNo チーム名

6 MT-Lab 古江　正人 綿村　祥晃 松本　修一 吉村　美央 竹野 由紀子 竹本 りんか

7 あまびえちゃん 樋渡　健介 平川　知輝 平川　慎悟 案浦　薫 牧山　雅美 本田 真紀子

8 みなと 小西　康利 森部　敏夫 伊形　功治 伊形　由紀 大田黒 秋奈 垣本　千枝

9 おじゃましま～す梅 入江　修 中島　洋平 藤　公博 成尾　清美 細田　由美 松村　めぐみ

10 DTC 児玉　徹 井上　浩祐 山口 雄一朗 的場　珠江 山下　玉己 入口 真由美

11 かもめ第3小学校 阿部　友明 町田　圭史 安永 宗一郎 安永　恵美 川上　愛子 宮崎　裕美

12 LINKS 鬼丸　恵介 大久保 秀則 福田　光俊 長野　晶子 大久保 真貴 鬼丸 ちひろ

13 ワイワイ！ドタドタ！ 細川　浩司 内田　尚宏 平田　安洋 淵脇　明美 財津 万里子 田中　典子

14 GoziU 斉藤　一歩 王　之櫻 天本　隆之 吉田　美絵 岡本　志保 淵上　照子

15 サジ 古賀　健次 妹川　悟 北原　裕介 毛利　幸子 鳥巣 由美子 牧山　正子

16 チームレッツ 齋藤　誠 森　泰寛 末永　和寛 松永　枝里 黒田　詔子 松本　華苗

17 コードブルー 井上　明善 岩浅 源一郎 塩田　一彦 高本　由美　 菰田　久美 宮原 佳珠子

18 葉月と6人の僕 渡邊　翔太 梅崎　弘樹 今鉾 浩一郎 濱田　里恵 飯山　葵 寺岡　茉美

19 ラケットクラブ 城川　聡 宮下　恒光 小出　高士 和久　照美 内田　さおり 吉本　桂子

20 ＤＴＣとあるメンバー 荒木　慎一 石橋　諭 秋山　駿介 田上　美里 古閑　綾乃 荒木 しおり

21 てんとう虫 村本　雄基 福本　龍馬 山本　一博 福本 明香里 宮本　聖子 山本 いくみ

22 BSTC セブン 中澤　征樹 澤田　康雄 黒瀬　公大 永留 恵里奈 今冨　七絵 篠原　七子

23 百いろクローバーＺ 山本　怜 羽石　直浩 原　卓磨 久家　文子 竹中　百花 東條 衣里子

24 ロブマニア！ 高瀬　駿 宮﨑　一尚 奥　哲也 西　綾 田中 妃々伎 酒井　南

25 ROOFTOP 澤井　雄太 藤原　健太 三品　貴志 野田 ありさ 井手　幸子 安口 菜奈子

男　　子 女　　子

男　　子 女　　子



第２４回　出場参加チームおよびメンバー表

●ベテランの部 50歳以上

チームNo チーム名

26 チームごん攻め 知屋城 浩 中澤　征樹 矢野　正文 竹野 由紀子 吉岡 かおる 矢野　陽子

27 おじゃましま～す竹 吉村　嘉彦 江口　裕 入江　修 成尾　清美 江口　直美 細田　由美

28 トリプルA 中畑　浩明 正木　利政 本田　靖典 宮原 佳珠子 本田　江里子 加藤　和代

29 BSTC-G 江口　寛一 村上　毅浩 鹿子島 晋哉 高濱 勢津子 相島　祐子 高本　由美

30 DTC 天本　隆之 米田 普一郎 王　之桜 松本　理恵 河野　裕子 立石　陽子

31 ラケットクラブ５０ 城川　聡 平田　安洋 小出　高士 柳原　浩子 内田　さおり 宮里　恵子

32 団だ檀 三田　洋 諸橋 憲一郎 石井　直文 富永　忍 福井　孝子 藤坂 貴美子

33 ハイドレンジァ 田浦　孝章 松元　哲也 佐田　勉 上杉　恵子 御手洗 明子 田浦　典子

34 チームサジ 廣田　敏郎 安部　義章 木村　謙治 柴田　恭代 豊福 由美子 野本 ルミ子

35 おじゃましま～す松 太齊　和市 平川　真一 黒沢　哲也 渡邊 由美子 岩下　千浩 吉村　由紀子

36 BSTC-N 横山　　隆 高田　英尚 村田　一徳 田中 由貴子 太田 香穂里 山脇 未央子

37 第8ゆうゆう会 八島 登喜男 上奥　智彰 足立　敬道 上杉　千波 吉武　雅子 原　千津子

38 ロイヤル４ 木道　幸雄 中園　武彦 秋吉　正道 一ノ瀬 和美 三坂 冨士子 伊藤　伸子

39 BSTC 西の民 吉冨　久家 樽見　秀雄 島林　信広 島田 奈緒美 三宅　千穂 山下 亜矢子

40 サジクラブ 富田　耕二 斎藤　慎吾 宮本　義一 上田　智子 廣松 真紀子 山崎 ひとみ

41 負けないワクチン 藤本　義人 中嶋　和雄 山本　健介 井津 美奈子 松林 なおみ 山本　絹子

42 ナイス　ガチャ球 中村　浩二 前廣　真一 上田 幸一郎 櫻井　智恵 岸原　直美 中村　明美

43 う～みん 南里　正美 二宮　尊教 関　幸雄 小栁 みさ代 瓦田　摩紀 福崎　端江

44 チャレンジ11 北村　一生 小林　正三 井上　浩祐 的野 まゆみ 吉永　仁美 斉藤　千春

●ベテランの部 65歳以上

チームNo チーム名 男　　子 女　　子

45 おじゃましま～す 岩下　義文 山下　豊年 平田　博之 今堀　早苗 古田　加代 吉川 真由美

46 フィーリング　 園田　　守 大森　繁雄　 竹川　建三　 犬丸　静子 日浦 千鶴子 松田　愛子　

47 チームＦ 永田　章雄 渡辺　利行 吉岡　隆司 木下　尚子 福田 実千江 藤岡　康子

男　　子 女　　子


