
2021年度

7月25日（日）

[ Ａブロック ] 会場：柳川瀬公園

NO チーム名 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 勝敗 順位

１ Cool & Beauty (YY)

２ ヴィレッジヒルズ (YY)

３ GAISHI OF CHICKEN

４ リバーストーン

５ MTC

６ ニデック

７ ふぉれすた　ぷらす

[ Ｂブロック ] 会場：柳川瀬公園

NO チーム名 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 勝敗 順位

１ another-skyZ

２ another-skyA

３ ４象が鴨、美女にネギ (YY)

４ プレジデント

５ supersonics

６ ハッピースマイル

７ YY_tennis MVP (YY)

[ Cブロック ] 会場：高岡公園体育館

NO チーム名 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 勝敗 順位

１ ミニオンズ

２ 栗ありマロンズ

３ Domy Friends

４ 栗なしマロンズ

５ UGチャレンジ

６ T-Backsα

７ ヒラマール

８ FUJIテニスクラブ

９ 大塚道場

１０ ポテチ

 わい！わい！　テニスカーニバル　チーム対抗戦



[ Dブロック ] 会場：地域文化広場

NO チーム名 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 勝敗 順位

１ チームきぬか

２ あだちさんです。

３ ファーストステップ

４ センチュリーW

５ 族ファーストステップ

６ TEAM HIRO

７ ファイヤーズ

８ チーム練習嫌い

[ Ｅブロック ] 会場：加茂川公園

NO チーム名 １ ２ ３ ４ ５ ６ 勝敗 順位

１ フレッ俊

２ ミスボンバー

３ move 東軍

４ move 西軍

５ 岡崎げんき

６ イエローボールブラザーズ

[ Ｆブロック ] 会場：平戸橋いこいの広場

NO チーム名 １ ２ ３ ４ ５ ６ 勝敗 順位

１ きらきらオクラ星

２ 浅井総理大臣

３ 朝日丘テニスクラブ

４ 白くま

５ Chosen person

６ 雀勇会テニス部



[ Ｇブロック ] 会場：井上公園

NO チーム名 １ ２ ３ ４ ５ ６ 勝敗 順位

１ Bambooo

２ チーム・スプラッシュ

３ WILD JOKER  チームU

４ WILD JOKER　チームK

５ カサデミカ

６ シュナイダーテニスクラブ

[ Ｈブロック ] 会場：猿投棒の手

NO チーム名 １ ２ ３ ４ ５ ６ 勝敗 順位

１ RRTC 赤組

２ RRTC 白組

３ 成嶋亮チーム

４ チーム笑笑

５ MISHMASH（ミッシュマッシュ）

６ つくしんぼ



2021年度 2021年度

7月25日（日）

会場　：　柳川瀬公園

ブロック NO チーム名 代表者

杉本 倍身 小宮 耕介 戸田 健太郎 松井 たかみ 西澤 恭子 鈴木 昌子

後藤 有美 石川 和美

杉野 正幸 村岡 甚治 岡田 朋之 倉橋 伸郎 倉橋 悦子 駒水 里美

山中 千恵美 田中 典江

下川 美代子 角 行年 平谷 則夫 近藤 博司 中村 健司 中根 勇一

山内 小百合 近藤 珠美 岩井 郁子 高木 菜友里

4 リバーストーン 石川 知子 石川 知子 石川 英紀 大橋 了輔 石川 裕貴 吉野 佑美 福井 早紀

神谷 美樹 都築 隆光 田中 政昭 馬場 安之 塚尾 彰 稲垣 綾乃

加藤 直潔

青木 美喜子 山田 毅 菊池 勇斗 川村 侑己 四方 潤一郎 石井 澪

内田 葉月

糟谷 友通 鈴木 雅博 佐々木 健司 薄雲 幸治 薄雲 潤子 加藤 直美

飯塚 雅子 糟谷 浪子

会場　：　柳川瀬公園

ブロック NO チーム名 代表者

1 another-skyZ 土井 久幸 土井 久幸 松本 晃範 飯見 康巨 大岩 智子 池田 静佳 奈良 久美子

2 another-skyA 荒木 敦生 荒木 敦生 勢村 剛 杉山 駿介 加納 佳枝 有澤 廣美 新谷 千秋

深見 浩史 武本 康藏 田森 雄治 足立 和繁 礒貝 ひろみ 戸田 佳子

中谷 由香子 深川 真理子

4 プレジデント 後藤 一博 後藤 一博 山本 功一 堀 寿和 横前 久恵 神谷 久美子 藤村 眞理子

5 supersonics 寺下 愛 梶野 哲史 加藤 真里 森 翔二郎 森 結衣 近藤 秀昭 寺下 愛

6 ハッピースマイル 加藤 伊佐夫 加藤 伊佐夫 竹内 雅宏 大久保 孝子 水谷 真奈美 槇原 清子 松田 勝

大川 優弥 田嶋 大輝 加藤 吉浩 杉浦 健太 菱田 善之 清水 友理

水野 純子 青井 陽子

会場　：　高岡公園体育館

ブロック NO チーム名 代表者

松井 啓仁 田中 公司 柴田 善生 深谷 崇弘 松井 るみ子 横井 郁子

田中 さつき

栗賀 弘樹 北川 大輔 酒井 理恵 山本 勲 山本 啓子 宮治 誠

上村 幸弘

3 Domy Friends 富田 賢二 富田 賢二 二宮 英輔 大脇 敬治 大脇 千登世 日比 恵都子 松井 友佳子

薮上 あづさ 水野 和久 林 さやか 葛岡 静 村田 和子 林 久代

小嶋 久毅 杉浦 純

牧内 裕治 澤 聖健 滝口 智之 宇佐美 道生 其田 智子 太田 敦子

浦 直子

堀内 文人 辻 勝也 石川 要 松田 裕成 鈴木 海月 日高 純子

高須 聡美 堀内 真理

7 ヒラマール 平原 慎二 平原 慎二 冨田 一行 小椋 等 橋本 奈美 竹田 綾子 川崎 由理

8 FUJIテニスクラブ 眞山 博 眞山 博 加藤 正樹 髙橋 正義 竹本 貴俊 野口 茂樹 伊奈 宏

9 大塚道場 平野 隆之 平野 隆之 山田 惇貴 片岡 雅年 朝岡 真規子 梶原 美沙 中瀬 由貴子

10 ポテチ 奥村 慎二 奥村 慎二 中垣 孝行 吉川 耕平 吉川 智春 小川 由香子 伊藤 奈穂

会場　：　地域文化広場

ブロック NO チーム名 代表者

吉田 秀幸 北原 健司 中島 洋一 岡本 康一 山口 昌平 小澤 隆

岩月 菜穂子 山口 沙穂 伊東 千聖 小澤 愛

文田 秀子 水野 通利 塚本 卓美 近藤 高史 車谷 賢司 井口 康子

安立 和正 加藤 佳奈子 栗田 ゆき枝

3 ファーストステップ 桑山 勝広 桑山 勝広 朝岡 洋 米山 巧 権田 朋子 平山 文子 大久保 美紀

船越 兼通 船越 香代子 本田 勝 本田 敏子 大橋 弘正 川上 英樹

北川 雅雄 北川 美紀 渥美 竜太 遠山 美佐子 森 雄司 安井 一

飯柴 武司 上妻 義幸

栗本 文勝 太田 信一 國島 聖一 藤谷 浩司 広田 八月 前島 昌代

富永 有里

長谷部 範幸 道家 誠 加藤 廉一郎 駒井 誓 宮治 守近 河合 一英

小山 和男

杉山 秀樹 谷脇 忠光 梅村 幸充 浦川 弘明 宮村 直子 丸山 貴美

高井 典子 谷脇 かおり

金剛 かおり 奥田 晴計 菱川 航 金剛 一也 金剛 健太 矢代 雅美

小野 珠美 内田 真貴 平田 佳代

GAISHI OF CHICKEN 下川 美代子

5 MTC 神谷 美樹

6 ニデック 青木 美喜子

わい！わい！テニスカーニバル　チーム対抗戦　メンバーリスト

メンバー

A

1 Cool & Beauty (YY) 杉本 倍身

2 ヴィレッジヒルズ (YY) 杉野 正幸

3

7 ふぉれすた　ぷらす 糟谷 友通

メンバー

Ｂ

3 ４象が鴨、美女にネギ (YY) 深見 浩史

7 YY_tennis MVP (YY)

メンバー

Ｃ

1 ミニオンズ 松井 啓仁

2 栗ありマロンズ 栗賀 弘樹

4 栗なしマロンズ 薮上 あづさ

5 UGチャレンジ 牧内 裕治

6 T-Backsα 堀内 文人

大川 優弥

メンバー

Ｄ

1 チームきぬか 吉田 秀幸

2 あだちさんです。 文田 秀子

4 センチュリーW

7 ファイヤーズ 杉山 秀樹

8 チーム練習嫌い 金剛 かおり

上妻 義幸

5 族ファーストステップ 栗本 文勝

6 TEAM HIRO 長谷部 範幸



会場　：　加茂川公園

ブロック NO チーム名 代表者

1 フレッ俊 稲垣 貴俊 稲垣 貴俊 加藤 俊介 荒川 俊文 森野 淳子 岡田 直子 伊藤 祥子

柴田 東八 菖蒲 利明 関 純一朗 白川 英樹 山本 智士 野田 美樹

渡辺 幸子 青山 恵子 木村 文江 吉見 裕子 坂東 恵理

田中 すい子 酒井 はるみ 飯塚 清子 後藤 万由美 長谷 史朗 広田 重義

竹尾 学 須田 享

西崎 美砂子 大西 真由美 鶴田 久美子 藤原 千恵子 永坂 光明 大西 浩嗣

折戸 保夫 柴田 勝

木島 美由紀 上田 智子 朝倉 由希子 岡田 高志 高鍬 幸代 加藤 雅崇

奥山 敬之 山下 やよい 福田 眞理子 梅本 稔 牧 幹人 堀内 康宏

6 イエローボールブラザーズ 室 美喜夫 室 美喜夫 寺岡 斉 久守 剛 谷原 浩 早田 耕一 伊藤 紘崇

会場　：　平戸橋公園

ブロック NO チーム名 代表者

山﨑 有加 鈴木 まゆみ 冨岡 波江 岩本 圭史 宮代 龍 渡辺 啓仁

岡谷 将司

真野 裕志 浅井 さつき 大西 裕子 小松 真佐子 井波 琴美 田辺 賢作

内匠 正治 瀧 恵一朗

宮原 宏海 山田 雅樹 山田 和弘 佐野 健太 幾永 みどり 栗木 理恵

加藤 喜代美 羽根田 たい

長谷部 弘之 鈴木 康友 岡戸 成吾 西口 真由美 岡田 忍 伊東 美苗

中野 秀一

安宅 博徳 今枝 正継 大野 元貴 勝又 弘美 後藤 悠介 根本 大地

橋本 和奈 橋本 永和

6 雀勇会テニス部 桑田 雅之 桑田 雅之 山口 誠之 山口 裕香 粕谷 大輔 前田 恒男 北川 智晴

会場　：　井上公園

ブロック NO チーム名 代表者

1 Bambooo 松村 美帆 松村 美帆 須田 さゆり 横地 友子 佐々木 徹 新家 芳和 松村 晃一

畔柳 信行 河上 美佐子 榊原 守 河上 誠司 美根 淳子 小西 利江子

藤島 康彦 山本 勝 榛葉 由紀子

梅田 万里子 池田 博紀 佐藤 遥平 白山 敬祐 上田 恭平 永井 寛之

小澤 康太 竹田 晶子

4 WILD JOKER　チームK 小林 清成 小林 清成 齋藤 薫 中村 俊貴 本山 潔 高橋 千恵 水野 直美

5 カサデミカ 西澤 美奈子 西澤 美奈子 犬飼 陽子 ウィニック 圭子 大島 美香 梅田 文子 藤田 都花沙

齋竹 美秀 岡田 俊朗 藤田 信 古橋 直久 齋竹 由美 浅井 佑介

浅井 美香 齋竹 榛菜

会場　：　猿投棒の手ふれあい広場

ブロック NO チーム名 代表者

渥美 誠 平田 光孝 天白 清 山﨑 勝 澤島 秀司 井上 典子

藤岡 奈緒美 松嶋 えみ

2 RRTC 白組 大橋 孝征 大橋 孝征 越智 英雄 森 健治 関山 羊二 藤田 博久 江崎 隆史

成瀬 剛史 岩下 亮太 嶋崎 文彦 磯松 武 渡辺 順子 荒川 慶

井上 美代子 佐藤 智子 卜部 益江

村山 由美子 出口 年一 村山 宏久 近藤 光夫 岡崎 次郎 岡崎 真美

田口 理恵 永田 恵子

5 MISHMASH(ミッシュマッシュ) 平原 順子 平原 順子 新美 裕幸 大菅 昌和 入山 和也 田中 亮英 久保田 志保

6 つくしんぼ 平松 時子 平松 時子 伊原 祐子 岸本 みち代 内田 みどり 長瀬 百合衣 後藤 瑛里

メンバー

Ｅ

2 ミスボンバー 渡辺 幸子

3 move 東軍 田中 すい子

4 move 西軍

チーム笑笑 村山 由美子

梅田 万里子

6 シュナイダーテニスクラブ

メンバー

Ｆ

1 きらきらオクラ星 山崎 有加

2 浅井総理大臣 真野 裕志

3 朝日丘テニスクラブ 羽根田 たい

4 白くま 長谷部 弘之

齋竹 美秀

西崎 美砂子

5 岡崎げんき 木島 美由紀

メンバー

Ｈ

1 RRTC 赤組 渥美 誠

3

5 Chosen person 橋本 和奈

メンバー

Ｇ

2 チーム・スプラッシュ 畔柳 信行

3 WILD JOKER  チームU

成嶋亮チーム 成瀬 剛史

4



注）女子 及び 男子65歳以上の人には、名前の右上に★マークをつけてください。

Ｄ３ ―

Ｄ２ ―

Ｄ１ ―

結果 ―

※ 勝利チームが提出してください！

注）女子 及び 男子65歳以上の人には。名前の右上に★マークをつけてください。

Ｄ３ ―

Ｄ２ ―

Ｄ１ ―

結果 ―

※ 勝利チームが提出してください！

・ ・

若番チーム名

スコア

後番チーム名

・ ・

・ ・

ブロック

2021年度　わい！わい！　オーダー表 ＆ 結果

ブロック

若番チーム名

スコア

後番チーム名

・ ・

・ ・

・ ・

2021年度　わい！わい！　オーダー表 ＆ 結果



オーダー予定表（提出用） 当日の朝、受付に提出してください。 ※オーダーは交換前であれば変更できます。

変更した場合は、受付に連絡してください。

オーダー予定表（チーム控え） ※オーダーは交換前であれば変更できます。

変更した場合は、受付に連絡してください。

対戦ﾁｰﾑ 対戦ﾁｰﾑ 対戦ﾁｰﾑ 対戦ﾁｰﾑ

キリトリ

チーム名：

第1試合 第2試合 第3試合 第4試合

対戦ﾁｰﾑ 対戦ﾁｰﾑ 対戦ﾁｰﾑ 対戦ﾁｰﾑ

チーム名：

第1試合 第2試合 第3試合 第4試合


