
大会記録　その③

　　　　　Ａ　　組or一般の部 　　　　Ｂ　　組or200歳の部
　　　優　　　　　勝 　　準　　　優　　　勝 　　　優　　　　　勝 　　準　　　優　　　勝
　　　　　　　　　　　　一般の部 　　　　　　　　　　　　　200歳の部

 第30回 　ジャイアント中村 　MERMAID 　ローラン・ギャロス 　コートで迷子

    H28.9.11 梶原　健斗・中村　一輝 江藤　健治・関　喜知 美馬　眞一・大内　健司 岡田　孝史・豊山　悦弘

 　Ｍ．Ｗ 菊井　歩　・上地　裕子 井上　文恵・関　朗子 佐々木由紀子・能勢　智子 松田　千秋・秋田亜里砂

　　　　　　　　　　　　　Ａ　組 　　　　　　　　　　　　　　Ｂ　組

 第29回 　　　　　　日没の為　Ｗ優勝 　　　　　　日没の為　Ｗ優勝

    H28.3.6 　玉石混沌 　いとどん 　TEAMしげっち 　６人のテニス侍

 　260歳大会 足立晶彦・大家正巳・佐々木成幸 安達敬宣・澤田崇志・伊藤健吾 重松一剛・藤澤　謙・梨本真樹 小田哲也・田中一朗・小田潤二

八木郊美・岡　美穂・伊丹小百合 梶本和周 岡本一美・圓山裕子・山根千代美 田中玲子・小田恵美子・小田久美子

山盛裕子・城戸文代・伊佐寿世

　　　　　　日没の為　Ｗ優勝

 第31回 　ローランギャロス 　オーシャンズ  　Bear"s    チーム　腰痛

    H29.3.19 柴田信之・大内健司・美馬眞一 三輪勝彦・杉本大輔・磯山健一 田中耕司・隈部敏之・緒方昇一 谷芳輝・湧本篤宣・澤田芳彦・石田始

 　260歳大会 国瀬   舞・坂本美保・佐々木由紀子 杉本まゆみ・有馬正代・松岡直子 長崎美奈子・隈部真琴・三室佳代子 村上淑恵・小柳定子・谷　真規子

　　　　　　　　　　　　一般AB級の部 　　　　　　　　　　　　　200歳の部

 第32回 台風・暴風警報発令の為、中止
    H28.9..17

 第33回 　　　　　日没の為　Ｗ優勝　　一般AB級の部 　　　　　　　　　　　　　　チャレンジ　組

 　H30.3..25 　おすすめはファミチキ 　オーシャンズ カルシウム チームテニスきち

 　260歳大会 澤田崇志・山内敏秀・衛藤　斉 杉本大輔・磯山健一・太田好佑 岡田充弘・柳川憲冶・今西晃宏 松栄邦彦・山田秀之・牧原康雄

若木寛子・秋田亜里砂・三原裕子 杉本まゆみ・有馬正代・牟田靖子 有田千春・内田寿子・柳川恵子 木ノ本美佐子・石井夕華・木村友江

　　　　　　　　　　　　一般AB級の部 　　　　　　　　　　　　　200歳の部

 第34回 　　３チーム以内の為不成立 　　３チーム以内の為不成立

    H30.9. 　　　　　　　　　　　　チャレンジ組　Ａゾーン 　　　　　　　　　　　　チャレンジ組　Ｂゾーン

 　Ｍ．Ｗ 　クアドリフォリオ 　ＯＩＵプラス 　ゆうゆう空 　チーム ジーク

大塚慎也・石井　崇 佐伯優勇・矢野稜 木村歩・久木田中傭 横井和彰・杉田　康

中村有希・中村友香 谷屋梨奈・尾崎光 小松和恵・木村香織 清水悦子・藤田雅子

 第35回 　　　　　日没の為　Ｗ優勝　　一般AB級の部 　　　　　　　　　　　　チャレンジ組

 　H31.3..24 ＪＡＣproject テラスハウス リターンＡ ムラタファミリー

 　260歳大会 松田典・大西敢・内村 小守・山内敏・朝田 藤本・富士野・山本勲 村田勝・谷野・譲尾

松田美・井上柴・東恵 木嶋・岩井・大場 大谷・八木・千原 内村/中村啓/小林/谷口/武岡

　　　　　　　　　　　　一般AB級の部 　　　　　　　　　　　　　200歳の部

 第36回 うっちー工房.Ａ JAC projekt イルコラッジォ 四面楚歌

 　R元.9.15 内山　浩一・岸本　和也 河野　裕樹・内村　孝之 楫原　修・藤本　和行 畑　　和宏・西野　喜冶

 　Ｍ．Ｗ 大野　有紀・松本菜々子 穂積　香織・八木　郊美 玉西　文子・はたのりこ 長崎美奈子・松田　千秋

　　　　　　　　　　　　チャレンジ　組

親 ビ ン ＲＣＳ

松栄　邦彦・木村　俊司 長尾　良二・須田　北斗

岡崎　朋美・木村　友江 下川　智美・藤本　美華

　　　　　　　　　　　　一般AB級の部

 第37回 ローランギャロス テラスハウス

 　R2.3.22 柴田信之・大内健司・美馬眞一 小守義人・山内敏秀・朝田伸祐

 　260歳大会 國瀬　舞・横本涼子・武岡ともこ 木嶋恵里・大場文子・石川　舞

　　　　　　　　　　　チャレンジ全英　組 　　　　　　　　　　　チャレンジ全米　組

ムラタファミリー come on! Plus J.zclub come on!

村田勝利・譲尾建吾・小柴昌平 古田勝仁・山口靖弘・岡田英俊 宮本貴弘・真鍋錠次・山添勇二 上原　順・山田　尚・下川剛治 

内村郁美・小林晴美・竹村愛美・武岡幸子新名祐子・位坂知草・久保川香織 宮本千波・中村百合・弥城有香 新田美子・須々木陽子・明平朋子

　　　　　　　　　　　　一般AB級の部 　　　　　　　　　　　　　200歳の部

 第38回 　　３チーム以内の為不成立 こうやさ～ん Lucy
米澤　正喜・内村　孝之 大毛　義浩・西村　尚彦

 　R2.9.13 穂積　香織・森　　仁美 松山ちえこ・野村　仁子

　Ｍ．Ｗ 　　　　　　　　　　　チャレンジ全英　組 　　　　　　　　　　　チャレンジ全米　組

チームBONBON てんむし チームゆうだい Team MARU

長谷川文信・鎌田　雅元 池田　春樹・兼益　佑輔 和中　武志・田中　雄大 坂本健太郎・須田　北斗

 大村　　恵・今中　友香 松田　佳子・八尾　由紀 辻　佐紀子・呉竹麻美子 下川　智美・松山　晴香



大会記録　その④

　　　優　　　　　勝 　　準　　　優　　　勝 　　　優　　　　　勝 　　準　　　優　　　勝
 第39回 　　　　　　　　　　　　一般AB級の部

    R3..3.7 サニーズ こうやさ～ん
 　260歳大会 安達敬宣・伊藤健吾・角田博幸 内村孝之・山本浩一・西野正幸

城戸文代・杉田あずさ・森川奈奈 松山千恵・野村仁子・石川いすず

　　　　　　　　　　　チャレンジ全英　組 　　　　　　　　　　　チャレンジ全米　組

チームフォレスト サニーズ Ｊｒ come on! プラス come on! コーヒータイム
兵頭祐一・松村勇輝・尾上拓也 小野亮二。間野裕一・西村　亨 古田勝仁・星　順詞・岡田英俊 山口恭弘・石田剛士・北見文哉

大友弘子・奥野美江・川本清美 山盛裕子・伊佐寿世・赤司直美 新名祐子・久保田香織・星　昌子 並河聡子・長崎早苗・荻野典子

　　　　　　　　　　　　一般AB級の部 　　　　　200歳の部　　日没の為、W優勝

 第40回 　　３チーム以内の為不成立 チーム武ちゃん なんじゃらほいほい

美馬　眞一・中田　恵吾 脇　孝司・古賀将太朗

 　R3.9.12 武岡　幸子・奥田有紀子 角　芳子・上口真知代

　Ｍ．Ｗ 　　　　チャレンジAゾーン　日没の為、W優勝 　　　　チャレンジBゾーン　日没の為、W優勝

チームBONBON まきこでございます♪ アイアイテニス ＬＡＢＯ

長谷川文信・鎌田　雅元 小澤　龍生・菊池　功一 入江　晴彦・岡田　昌士 仲野　文貴・高橋　賢治

 阪本　尚桂・辻　佐紀子 山崎麻希子・曽家　美鈴 宮川　友紀・松元　陽子 高橋　佳奈・杉山　美希

　　　　　　　　　　　　一般AB級の部

 第41回 オーシャンズ JACテニスパーク炭山

 　R3.3.7 吉田智信・高橋耕太・吉住友和 松田典明・廣瀬公彦・佐々木茂幸

 　260歳大会 有馬正代・杉本まゆみ・笹井純子 岡田智恵・東　恵・伊藤日和

　　　　チャレンジ全英　組　日没の為、W優勝 　　　　　　　　　　　チャレンジ全米　組

Perrier星組 come on　鬼滅 じゃじゃ馬 soaring

久保真吾・中村克洋・山下宏輔 上原　順・菊井久嗣・吉永慎一 古田勝仁・星　順詞・岡田英俊 佐藤雨情・松永芳太郎・山村栄一郎

 高井英子・中村真紀・小町留美 明平朋子・岩田真衣子・白峰純子 新名祐子・久保田香織・星　昌子 藤井尚美・三砂恭子・桑原博美

　　　　　　　　　　　　　200歳の部

 第42回 チーム武ちゃん亭 JACテニスパーク
美馬　眞一・三木康太郎 大家　正巳・市川　健次　･

 　R4.9.11 武岡　幸子・松山知恵子 松田　美樹・東　　恵

　Ｍ．Ｗ 　　                    　　チャレンジAゾーン　 　　                    　　チャレンジBゾーン　

YKS Come on! ポケモン ピクミン’s アイアイテつー

下平尾匠真・高梨　智弘 上原　順　・菊井　久嗣 村橋　広剛・川端恵大郎 岡田　昌士・塚本　英雄

 山口　藍　・勝田野々花 明平　朋子・嘉屋　奉美 植田　幸　・信岡　純花 西山　優子・豊原知佳子


