
大会記録　その①

Ａ　組 Ｂ　組 Ｃ　組

　　優　　　　　勝 　　準　　優　　勝 　　優　　　　　勝 　　準　　優　　勝 　　優　　　　　勝 　　準　　優　　勝

第１回  ラナ－アップⅠ  チ-ム･ポンピョ－ン  なんちゃって山茶花  チ－ム　博物館  オアシス  S.S.T&リ-フ

H13.9.9 原田和幸･辻本叔彦･松田 稔 山盛 光･小野亮二･佐藤 競 佐藤賢二･小川達也･橋本泰一 浦崎 宏･越智 徹･木村重広 西村 享･安達伸哉･宮本克彦 辰井誠治･夏秋義広･植田 悟

M.M.MIX 東山秀幸・中嶋康一 藤本誠二郎 川原二郎 田中正浩 野呂弘明・日向康進・松田比呂

志
福田剛史･夏秋文子･藤原涼代

原田恭子/美都子･西居いく子 山盛裕子 高岡久美子 山元梨恵奈･篠倉久美子 美好那伎子･木村洋子 日向美志･松田千秋

第２回  Team Clamber  バ-バリアンズ＆JapanA  コリ－ヌ・アミカル  チ－ム　美馬  美女と野獣  S.S.T&リ-フ  

H14.9.8 梅永道高･久保平雅男･落合章雄 田中耕司･田口智之･今井崇史 原田 隆･横井常隆･木村彰光 美馬眞一･田中正浩･澤田直人 塩田雅夫･木村雅則･泉田浩之 辰井誠治・福田剛史・鈴木幸信

M.W.MIX 曽田京子・北田まゆみ 長崎美奈子･木村俊子･金丸直子 真鍋泰子･河村眞佐子 吉田かおり･大谷則子 渡辺千秋･北村昭子･大塚恵美 植田悟・夏秋義広・藤原涼代

松田登記子 河村たみえ･赤松八重子 野々垣しのぶ 樫本恵子･北村弘子・湯川朋子

夏秋文子

第３回  チャンコ部屋～ｓ  フォトンシックス  お元気チ－ム  チ－ム　博物館  やまとなでしこ  めざせ老人スタ－

H15.2.9 橋本泰一･田中耕司 ･田口智之 笹川恵子･木村重広･永田康男 宮原茂利･平岡義一･三森恭秀 三輪 保･佐藤賢二･木村雅則 岡本美由紀･柿谷和美･米原信予 徳久仁志･斎藤訓男 ･藤谷利之

260歳大会 岩浜えみ･長崎美奈子･下岡睦子 角田 豊･木村洋子･小野明日子 三森千里･山口良子･木村俊子 美好那伎子・北川祥子･表 寛子 大谷則子・岩政加代子･畑 和美 北川あや子･橘 太美江･垣内美香

佐藤博子 馬場公恵 西尾孝子･瀬古昌香

第４回  そこにあるのは愛  金木犀  テニスの王女様  世界に六つだけの花  ＵＰ▲ＴＯ フレンズ  ぶっちぎり

H15.9.14 岡田 功･屋代春幸･山田繁雄 清水 明･岩崎隆雄･新出和弥 隈部敏之･田口智之･金野宣夫 岡本誠一･津田文三 ･林 宣弘 赤松準一･永井健一 ･永尾･野崎 郷 修一郎･前田雅生･藤村 茂

M.W.MIX 岡田侑里･山本典子･宮崎理恵 清水亮太・岩崎威嗣・清水和美 金村眞琴･米原信予･吉田裕美子 表 寛子･岡本美由紀･植木有里 柿谷和美･岩政加代子･井上和子 松木恭子・郷 三千代･吉原知恵

岩崎政子･吉井砂都美 松本芳子･大谷則子

第５回  ＭＩＳＴＹ  ランダムショット  ラスト･サムいれ～  301  　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　

H16.2.8 村田都博･向井正明･市川健次 石本英一･湯原勝義･梅川和哉 小林 勉･濱 康夫 ･田口智之 江口芳雄･岡田幹夫 ･木村重広

260歳大会 忠田淑子･山口良子･佐藤博子 池尻千鶴･濱田裕子･川村裕子 岩浜えみ･濱 真知子･米原信予
木村洋子･吉田伊津子・米丸千

枝子

第６回  千里丘ＴＣ  千里丘さわやかチ-ム  バ－バリアンズ  チ－ム  博物館  Ｂｉｇ　テニス  ほのぼのチ－ム

H16.9.12 松田比呂志･藤田そうべ 山盛 光･伊佐真介･藤本武士 田中耕司･佐々木成幸･亀川慎司 三輪  保･村田浩之･奥戸 田畑嘉宣･浅井勝彌 ･松田義秀 畑 和宏･申 命根･宮島信行

M.W.MIX 城間和人・寺口奈津子 山盛裕子･日向美志･川嶋道代 岩浜えみ･長崎美奈子･三嶋裕美 美好那伎子･吉川マリ･山田洋子 田端良治・黒田雅代 小東千恵･赤司直美･松田千秋

住田ゆき子･三木理沙 鈴木由紀子･新須綾子･伊山清子

第７回  鬼ごろし  大田さんは左きき  コリ－ヌ・アミカル  ロ－ランギャロス
 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　

H17.2.27 高西 賢･松田比呂志･城間和人 屋代春幸･堀江史郎･太田正巳 原田 隆･横井常隆･長田健治 美馬眞一･田中正浩･鮫島紘一郎

260歳大会 谷井 舞･灰岡美千代･川村信子 坂田妙子･井上典子･若竹智佳恵 真鍋泰子･河村眞佐子･河村たみ

え
日野朋子･大石美香･堀田美奈子  　　　　　　　　  　  　　　　　　　　  　

第８回  チ－ム番長  くもり時々晴れ  ザメ－ズ！  ＧＢＬ  コリ－ヌ・アミカル  ラブ・パレ－ド

H17.9.11 阪井幸治･大羽秀介･南野健康 濱 康夫･田中耕司･佐々木成幸 鮫島紘一郎･前田治一郎･叶 順

治
益丸 満･大宮 淳･吉岡隆史 横井常隆･川本 進･田伏加津哉 浪岡克明･宮武 武･山本 博

M.W.MIX 稲角牧子･奥山美咲･谷井 舞 隈部敏之・濱 真知子 富上玲子･三川恵美･橋本智子
八牧由夏･大波多端子･大橋久美

子
真鍋泰子･川本慈子･福島安佐子 表 寛子･岡本美由紀･粟屋睦子

金村眞琴･長崎美奈子･山本薫 石井曜子

第９回  コリ-ヌ･アミカル  チ－ムサンランド  ブ－スカ　１  千里丘かりゆしの会  香里２００６  ワンダ－ボ－イ

H18.3.5 高西 賢･大北 浩･城間和人 佐藤静也･堀江史郎･豊山悦弘 湯原勝義･梅川和哉･中野恵夫 岡本茂樹･手槌忠彦･日向康進 岡田幹夫 ･江口芳雄･木村重広 清水 明･永田康雄･岩崎隆雄

260歳大会 谷井 舞･真鍋泰子･城戸文代 山本典子･本田晃子･山崎志穂 濱田裕子･西田香織･川村裕子 米崎充子･日向美志･妹尾弘美 吉田伊津子･木村洋子･米丸千枝

子
清水和美･岩崎政子･関谷万知子

第10回  芋焼酎  マイペ－ス  ブフポンピヨ－ン  Ｌｏｖｅ Ｂｅｅｒｓ  キュ－ティ－　ハニ
－

 アドバンテ－ジ

H18.9.13 高西 賢･田中 亮 廣瀬公彦･乾野修平 山盛 光･小野亮二 奥田忠平･中川裕文 田中正浩･前田治一郎 江口芳雄･佐々木成幸

Ｍ．Ｗ 谷井 舞･谷井由彩 鈴木貴子･岩崎祐子 山盛裕子･城戸文代 中川真弓･松田千秋 冨上玲子･三川恵美 吉田伊津子･米丸千枝子

第11回　H19.3.11　260歳大会　雨天のため中止

第12回  Bar ルチル  ロ－ランギャロス  ＧｏＧｏ鮫ちゃんず  ＧＡＵＣＨＯ  ラブ・パレ－ド  酒酔人２

H19.9.18 山本周祐･田伏加津哉 明見 創 ･美馬眞一 鮫島紘一郎･郷 修一郎 伊藤一治･岡田俊之 山本 博 ･岩田雅三 野沢 宏 ･永井昭至

Ｍ．Ｗ 鈴木貴子･平山なつ子 田中正栄･戸村有以 伊藤孝子･石井曜子 伊藤真帆･茶谷佳代子 表 寛子 ･岡本美由紀 山田容子･広田美喜子

第13回  サンランド  あいまいなチ－ム  ２６０kg①  ネバロ－ズ

 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　H20.3.16 高田和義･堀江史郎･川端幸治 豊山悦弘･染井 秀樹･塩田和男 伊佐真介･西村 亨 ･小野 亮二 郷 修一郎･高田 稔 ･渡辺光俊

260歳大会 余呉佐地子･若竹智佳恵･山本典

子
堀尾尚美･能勢智子･谷井 舞 西村美詠子･城戸文代･伊佐寿世 石井曜子･伊藤孝子･瓜生 由香

第14回 パブリックテニス楠葉  チ－ム　カミ－ルＡ  チ－ム　カミ－ルＢ  Ｐｅａｋ－ａｉｍ  ありえんとす  ス－パ－☆ハッチ

H20.9.28  松田典明･平田孝央  山本周祐･乾野修平
 美馬眞一･田伏加津哉･清水亮

太
千鳥黄裕･奥田忠平 西村 亨 ･木下 裕 大西弘章･前田明寛

Ｍ．Ｗ  松田美樹･仁木島まゆみ  鈴木貴子･平山なつ子  加藤喜和美･妹尾弘美 山内晶代･香野ひろみ 西村美詠子･松嶋光世子 木ノ下優子･井上あけみ

第15回 パブリックテニス楠葉  KY：KY－01  チ－ム　魔王  Yes We Can  ヒキサゴンⅡ  王子様・王女様

H21.3. 8 松田典明･三輪勝彦･広瀬公彦 伊佐真介･小野亮二･山盛 光 田中正浩･前田治一郎･川口年也 郷 修一郎･渡辺 光俊･栗林 聡

明
西村 眞一･堀田 憲正･東  学 手槌 忠彦･丸田 斉弘･大熊 健一

260歳大会 松田美樹･堀江弘美･亀井京子 城戸文代･加藤喜和美･山盛裕子 瓜生由香･四宮華子･冨上玲子
石井 曜子･伊藤 孝子･栗林 聡

子

嶋津 春美･西村 尚子･米原 信

予
豆田 緑 ･石井 美江･大熊 克美

第16回  Let's Do  郷さんず  サンテ  日本ペイント  　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　

H21.9.28 西川武志･塩谷昌記 郷 修一郎･渡辺光俊 上杉 浩･高橋正典 佐々木成幸･橋本正隆

Ｍ．Ｗ 秋田亜里砂･辻 明日香 石井曜子･伊藤孝子 松井美都･山内晶代 西岡美穂･長崎美奈子



第17回 パブリックテニス楠葉  オ－シャンズ  茨木Ｔ.Ｔ.３３７  月下美人

 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　H22.3.7 松田典明･綿谷義樹･広瀬公彦 太田好祐･磯山健一･三森恭秀 西村眞一･堀田憲正･東 学 佐々木成幸･山本健司･米澤正喜

260歳大会 松田美樹･堀江弘美･亀井京子 有馬正代･三森千里･仁木島まゆ

み
嶋津春美･西村尚子･別府孝子 米丸千枝子･吉田伊津子･西岡美

穂

第18回  郷さんず  チ－ム　北稜  チ－ム　関西大学  ホ－ル･イン･１

 　　　　　　　　　　 　  　　　　　　　　　　 　H22.9.5 郷 修一郎･渡辺光俊 辻本淑彦･倉辻由浩 二宮広幸･中山浩之 三原英樹･新田一政

Ｍ．Ｗ 石井曜子･伊藤孝子 長尾章子･鈴木由紀子 鈴熊 沙紀･松本加奈 大賀ひろみ･新田美子


