
2022年度　

１月９日（月・祝）会　場：高岡公園体育館

予備日　２月11日（土・祝）会　場：高岡公園体育館

NO チーム名 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 順位

１ 天使の羽

２ DOMY FRIENDS

３ 親子です。

４ 堕天使の羽

５ WILD JOKER  KING

６ グラジオラス

７ TEAM MITSUAMI

８ Blue Mountain Revival

１月９日（月・祝）会場：平戸橋いこいの広場

予備日　２月11日（土・祝）会場：　　　　 柳川瀬公園

NO チーム名 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 順位

１ ストロベリータルト

２ Unite(ユナイト)

３ チームＳＯＳ

４ ラッチと愉快な仲間達

５ WILD JOKER QUEEN

６ YY_β

７ キョニュッキーと腹黒な仲魔たち

１月９日（月・祝）会場：地域文化広場

予備日　２月11日（土・祝）会場：　 柳川瀬公園

NO チーム名 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 順位

１ JAMSEN!

２ 栗なしマロンズ

３ 浅井さん、また蕎麦食べちゃった

４ WILD JOKER JACK

５ パスティチオ

６ ネコとみかんと

７ リバーストーン

１月９日（月・祝）会場：加茂川公園

予備日　２月11日（土・祝）会場：加茂川公園

NO チーム名 １ ２ ３ ４ ５ ６ 順位

１ UGチャレンジ

２ 今日も ” fine " 2

３ ポンポコリンZ

４ 族ファーストステップ

５ ヴィレッジヒルズ

６ 岡崎げんき

勝敗
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[ Ｂブロック ]
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勝敗

NEW YEAR テニスマッチ（混成チーム対抗戦）

[ Ａブロック ]

勝敗
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１月９日（月・祝）会　場：高岡公園体育館

予備日　２月11日（土・祝）会場：高岡公園体育館

ブロック NO チーム名 代表者

安宅 博徳 池田　卓人 茅野 宗輝 山崎 将太 越中　亜佑実 川崎 由理 八木 桃由

大橋 美幸 日比 恵都子

富田 賢二 大脇 敬治 岡﨑 次郎 岡﨑 真美 大脇 千登世 松井 友佳子

西澤 美奈子 井上 一也 二宮 英輔 下ノ本 孝之 犬飼 陽子 藤田 都花沙

川口　綾 菅原 卓也 寺田 ひとみ 平畑　靖子 山田 惇貴 小田 紳介

小林 清成 吉岡 健 伊藤 葵 上田 萌 安井 彩華 竹田 晶子

清水 友理 加藤 真里 平田 佳代 梶野 哲史 武村 盛博 大川 優弥

野田 美樹 柴田 東八 関 純一朗 山本 智士 渡辺 幸子 日下部 琴音

青山 恵子 吉見 裕子 小渡 ちなみ 冨田 一行 平松 良成 上原 龍

１月９日（月・祝）会場：平戸橋いこいの広場

予備日　２月11日（土・祝）会場：　　　　 柳川瀬公園

ブロック NO チーム名 代表者

稲垣 貴俊 酒井 勝久 渡辺 敦史 川合 綾子 森野 淳子 岡田 直子

岡本 康一 本多 光晴 横川 光義 松木平 恵美 仙崎 史枝 江坂 直美

槇原 清子 榊原 敬三 大竹 一之 松村 恵美子 榊原 正樹 榊原 美佳

奥田 幸一 田森 雄治 下鍋　武志 下鍋　蓮 菅 弥生 川端 雅子 吉田 恭子

森 結衣 長谷川 優 永井 寛之 上田 恭平 坂江 京子 平原 順子

清水 庫二 石井 仁 小宮 耕介 小林　和樹 松村 美帆 西澤 恭子 須田 さゆり

青井 陽子

栗田 ゆき枝 石垣 可睦 塚本 卓美 車谷 賢司 近藤 高史 安立 和正 加藤 佳奈子

文田 秀子 井口 康子

１月９日（月・祝）会場： 　　地域文化広場

予備日　２月11日（土・祝）会場：　　　　柳川瀬公園

ブロック NO チーム名 代表者

倉橋 伸郎 村井 清隆 加藤 俊介 神野 美枝 大橋 愛子 倉橋 悦子

村田 和子 北川 大輔 水野 和久 薮上 あづさ 山本 勲 山本 啓子 葛岡 静

今村 守 田村 光晴

真野 裕志 浅井 さつき 藤田 人巴 大嶽 恵理 内匠 正治 田辺 賢作 大西 裕子

梅田 万里子 赤毛　太郎 後藤 祐作 廣瀬 唯一 田中 祐輝 奥村 麻美 長沼 悠佳

新美 裕幸 入山 和也 淀川 聡 礒貝 ひろみ 中谷 由香子 日高 純子 足立 和繁

白根 友美 二宮 憲一 原田 隆晴 勢村 剛 白根 正輝 鶴田 久美子 加納 佳枝

石川 知子 大橋 了輔 石川 裕貴 吉野 佑美 福井 早紀 森本 健 石川 英紀

１月９日（月・祝）会場：加茂川公園

予備日　２月11日（土・祝）会場：　 加茂川公園

ブロック NO チーム名 代表者

牧内 裕治 浦 直子 太田 敦子 其田 智子 奈良 久美子 太田 洋祐 宇佐美 道生

滝口 智之 澤 聖健

後藤 一博 山本 功一 越智 英雄 横前 久恵 冨田 千穂美 高橋 千恵

小山 英子 小山 拓海 小山 真一朗 櫻井 洋子 野口 由紀子 鈴木 博

栗本 文勝 小久井 正博 藤谷 浩司 前島 昌代 権田 朋子 富永 有里

杉野 正幸 村岡 基治 天野 貴生 駒水 里美 田中 典江 山中 千恵美 末吉　咲智

木島 美由紀 岡田 高志 猪飼 克尚 加藤 雅崇 片山 悟 堀内 康宏 牧 幹人

上田 智子 朝倉 由希子 高鍬 幸代 山下 やよい 福田 眞理子

NEW YEAR テニスマッチ（混成チーム対抗戦）

メンバー

D

1

ヴィレッジヒルズ 杉野 正幸

2

UGチャレンジ 牧内 裕治

3

今日も ” fine " 2 後藤 一博

5

ポンポコリンZ 小山 英子

6 岡崎げんき 木島 美由紀

村田 和子

7

ネコとみかんと 白根 友美

5

リバーストーン 石川 知子

族ファーストステップ 栗本 文勝4

メンバー

C

１

浅井さん、また蕎麦食べちゃった 真野 裕志

２

パスティチオ 新美 裕幸

3

JAMSEN! 倉橋 伸郎

4 WILD JOKER JACK 梅田 万里子

6

栗なしマロンズ

B

１

ラッチと愉快な仲間達 奥田 幸一

２

ストロベリータルト 稲垣 貴俊

3

6

Unite(ユナイト) 岡本 康一

7

YY_β 清水 庫二

キョニュッキーと腹黒な仲魔たち 栗田 ゆき枝

8 Blue Mountain Revival 青山 恵子

メンバー

4

WILD JOKER QUEEN 森 結衣5

チームＳＯＳ 槇原 清子

５

堕天使の羽 川口　綾

６

TEAM MITSUAMI 野田 美樹７

グラジオラス 清水 友理

メンバー

Ａ

１ 天使の羽 安宅 博徳

2 DOMY FRIENDS 富田 賢二

3

WILD JOKER  KING 小林 清成

4

親子です。 西澤 美奈子


