
グループ名 代表者名
安藤正明 秋山政徳 宮武秀樹 田井隆司
小前早由理 田中三由希

橋本卓久 橋本和久 橋本　 舟 長崎　 修
奥川佳代 川村ゆかり

正木浩之 福原久男 大石光明 三谷英明
岡田典子 浜江千夏
中川和三 前山　 敦 林　 弘祥 川田光宏
佐々木理恵川田恵子
大山良雄 三好　 学 村川肇理 馬場紀安
井上英美 岡部みさ
鈴滝一男 山田雅仁 長町由貴治 小路秀樹
鈴滝智恵 七宮純子
大原敏一 大畑正樹 岡本泰範 橋本典史 三野末見
三野啓子 松原早苗
小林広繁 石原　 大 鶴身高之 太田　 亮
竹重智子 黄田美穂
十川道信 大野裕記 松家正博 小川和洋
垂水美智子 山下友子
小川　 剛 栄山　 勝 不動祐司 渡辺直也
笠谷 熊井
岩崎義一 十河文仁 真鍋陽一 宮崎浩司
林　 恭子 米澤晃子 荻野和美
西原　 昭 熊谷久治郎 西田　 孝 岸本孝治 井上大作
西原澄美子 国宗留美 平田逸子
矢野 片岡博司 杉本　 豊 荒川太郎
安西益弥 山口孝子 大橋　 薫
青木伸一郎 薦渕雅春 山本勝利 芦原陸人 佐藤幸博
安西純子 瀬尾りえ子 小野佳代
土居勝彦 高原将志 瀬尾　 明 松本 伊藤
長尾佳代子 青木裕実子 伊藤
檀原達央 平井真也 佐藤修治 溝内寿昌
檀原咲代美 佐藤直美
吉澤文人 梶浦紀夫 片山和彦 木村明人
吉田典子 小川久美
中屋敷隆 本田伸夫 三谷一司 横田光弘 森　 君久
松本智恵子 井上美知子

寺石　 晃 寒川卓実 小田駿介 糸谷慎太郎

真屋知代 佐藤祐子 小西由貴
溝渕光一 桧　信弘 沼田英延 佐々木美敏福浜元博 金高一乗
高木良子 藤井智美 茂中真由美

中山一郎 小野坂尚也宮武　 亮 橘健太郎
小比賀恵巳松原由香理

田中良司 釣井敏弘 広瀬浩二 井下紀彦
尾崎敦子 佐藤美恵
池内隆之 倉持昌弘 西脇真人 坂井登志夫 松本浩之
倉持かほり 宇山真樹
泉保義和 脇田智弘 福岡浩史 福岡知紀 棚原博之 綾野恵介
野口ユカ 前田美智子 大山さつき
佐藤雅彦 吉本浩明 村林栄治 小野和則
六車由美 小野直美
真鍋　 理 今瀧哲之 堀川盛幹 井上富雄
塩田京子 宮崎芳子
長尾正二 岡本定久 田村典紀 美籐規夫
長尾千晶 渡辺裕子
中西敏夫 弾正原章一川城　 靖 伊藤尚志 川波幸仁
弾正原信子島田史子 太田美佐子

石原裕士 増岡孝浩 渡辺良介 形山直也
三浦友実 西山浩子
堀川盛幹 清水俊介 蓮井祐二 植田義久
梅島邦子 植田道代

H１８年度　グループ対抗テニス大会参加グループ名簿　　　　　　一般の部
選 　　手 　　名

1

2

安藤正明

橋本卓久

ビーンズ

Mitec （マイテック）

3

4

5

6

11

12

13

14

16

17

15

LaLaLa隊

なんくるないさー！

Team　Je　Vis （ジュヴィ）

Team　PHOEBE　（フィーヴィー）

春夏秋冬テニス三昧

Tha　Dan　会

7

8

9

10

清水俊介

笑う角には福ちゃん来る

モンゴリアン

レギュラー１４１円

協会選抜Bチーム

いただきマッスル！

徒然なるままに・・・

出たとこ勝負！！

Fair Wind

きょうのわんこ

アロンアルファーEXTRA-ず

祝！株式上場　㈱ぴんく商事復活！！

正木浩之

中川和三

大山良雄

鈴滝一男

松原早苗

黄田美穂

渡辺直也

宮崎浩司

西原　 昭

大橋　 薫

青木伸一郎

土居勝彦

檀原達央

吉澤文人

松本智恵子

寒川卓実

22

23

18

24

19

20

21

小野和則

宮崎芳子

渡辺裕子

25

26

27

”　サーブで勝負　！　”

サトちゃん　ペッ　！

30

三木乃風＆生島乃風

テンション

協会選抜Aチーム

”　朝青竜と付き人　”

ボンバーズ

クラブ　たま

クラブ　ぽち

あっ　ポン　！

ビアーズ

太田美佐子

三浦友実

大野裕記

28

29

溝内光一

中山一郎

田中良司

池内隆之

泉保義和



Ａリーグ

２－１ １－２ ２－１
（６－４） （２－６） （６－０）
（６－３） （２－６） （７－５）
（１－６） （６－４） （６－３）

２－１ ０－３ ２－１
（６－０） （１－６） （６－２）
（６－１） （２－６） （２－６）
（０－６） （３－６） （７－６）

１－２ １－２ １－２
（４－６） （０－６） （６－０）
（３－６） （１－６） （２－６）
（６－１） （６－０） （５－７）

２－１ ３－０ ３－０
（６－２） （６－１） （６－３）
（６－２） （６－２） （６－３）
（４－６） （６－３） （６－４）

０－３ ２－１ ２－１ ０－３
（０－６） （２－６） （０－６） （３－６）
（５－７） （６－２） （６－２） （３－６）
（３－６） （６－７） （７－５） （４－６）

Bリーグ

０－３ ３－０ １－２
（０－６） （６－３） （６－１）
（１－６） （６－２） （２－６）
（１－６） （６－１） （０－６）

０－３ ３－０ ２－１
（４－６） （６－０） （６－４）
（１－６） （６－４） （２－６）
（１－６） (1-3RET) （７－６）

３－０ ３－０ ３－０
（６－０） （６－４） （６－０）
（６－１） （６－１） （６－３）
（６－１） （６－１） （６－１）

０－３ ０－３ ２－１
（３－６） （０－６） （６－４）
（２－６） （４－６） （０－６）
（１－６） (3-1RET) （７－５）

２－１ １－２ ０－３ １－２
（６－２） （４－６） （３－６） （６－０）
（１－６） （６－２） （０－６） （４－６）
（６－０） （６－７） （１－６） （５－７）

４５
Team　PHOEBE　（フィー

ヴィー）

５４ レギュラー１４１円

１３ ”　朝青竜と付き人　”

２２ なんくるないさー！

３１ Tha　Dan　会

取得ｹﾞｰ
ﾑ数
（Ａ）

全ｹﾞｰ
ﾑ数
（Ｂ）

取得率
（Ａ／Ｂ）

順位TEAM NAME １ ２ ３ ４ ５

５ ５

１

３

４

２

取得ｹﾞｰ
ﾑ数
（Ａ）

全ｹﾞｰ
ﾑ数
（Ｂ）

取得率
（Ａ／Ｂ）

順位２ ３ ４ ５TEAM NAME １

笑う角には福ちゃん来る

出たとこ勝負！！

３

４

三木乃風＆生島乃風

１

２

祝！株式上場　㈱ぴんく
商事復活！！

春夏秋冬テニス三昧



Cリーグ

３－０ ３－０ ２－１
（６－２） （６－４） （３－６）
（６－４） （６－４） （６－３）
（７－５） （７－６） （６－４）

１－２ １－２ ３－０
（４－６） （６－１） （６－１）
（１－６） （５－７） （６－１）
（６－０） （１－６） （６－２）

０－３ ２－１ ０－３
（２－６） （６－０） （１－６）
（４－６） （６－１） （０－６）
（５－７） （０－６） （２－６）

０－３ ２－１ １－２
（４－６） （１－６） （３－６）
（４－６） （７－５） （１－６）
（６－７） （６－１） （７－５）

１－２ ０－３ ３－０） ２－１
（６－３） （１－６） （６－１） （６－３）
（３－６） （１－６） （６－０） （６－１）
（４－６） （２－６） （６－２） （５－７）

Dリーグ

３－０ ２－１ ２－１
（６－０） （６－７） （４－６）
（６－２） （６－０） （６－４）
（６－１） （６－１） （６－４）

３－０ １－２ ２－１
（６－０） （６－２） （６－２）
（６－１） （２－６） （２－６）
（６－０） （１－６） （６－０）

０－３ ０－３ ０－３
（４－６） （０－６） （１－６）
（２－６） （１－６） （１－６）
（１－６） （０－６） （２－６）

１－２ ２－１ ２－１
（７－６） （２－６） （４－６）
（０－６） （６－２） （６－４）
（１－６） （６－１） （６－０）

１－２ １－２ ３－０ １－２
（６－４） （２－６） （６－１） （６－４）
（４－６） （６－２） （６－１） （４－６）
（４－６） （０－６） （６－２） （０－６）

４５ ビアーズ

３４ Fair Wind

５３ クラブ　ぽち

２２ モンゴリアン

全ｹﾞｰ
ﾑ数
（Ｂ）

取得率
（Ａ／Ｂ）

順位

１ １

３

TEAM NAME １ ２ ３ ４ ５
取得ｹﾞｰ

ﾑ数
（Ａ）

５ ボンバーズ

５

４ Mitec （マイテック） ４

２

３ あっ　ポン　！

２ クラブ　たま

徒然なるままに・・・

協会選抜Bチーム

全ｹﾞｰ
ﾑ数
（Ｂ）

取得率
（Ａ／Ｂ）

順位

１ １

TEAM NAME １ ２ ３ ４ ５
取得ｹﾞｰ

ﾑ数
（Ａ）



Ｅリーグ

２－１ １－２ １－２
（６－２） （４－６） （０－６）
（４－６） （３－６） （４－６）
（６－３） （６－３） （６－１）

１－２ ０－３ １－２
（２－６） （１－６） （２－６）
（６－４） （４－６） （６－４）
（３－６） （２－６） （５－７）

２－１ ３－０ １－２
（６－４） （６－１） （６－２）
（６－３） （６－４） （５－７）
（３－６） （６－２） （５－７）

２－１ ２－１ ２－１
（６－０） （６－２） （２－６）
（６－４） （４－６） （７－５）
（１－６） （７－５） （７－５）

Ｆリーグ

２－１ ０－３ ０－３
（６－２） （３－６） （０－６）
（６－３） （３－６） （５－７）
（０－６） （０－６） （１－６）

１－２ ０－３ ２－１
（０－６） （２－６） （（６－３）
（７－５） （２－６） （７－６）
（３－６） （２－６） （１－６）

３－０ ２－１ ３－０
（７－５） （５－７） （６－３）
（６－０） （６－０） （６－０）
（６－１） （６－３） （６－１）

３－０ ３－０ ３－０
（６－３） （６－２） （６－２）
（６－３） （６－２） （６－２）
（６－０） （６－２） （６－２）

１－２ １－２ ０－３ ０－３
（３－６） （６－７） （３－６） （２－６）
（２－６） （６－３） （０－６） （２－６）
（６－０） （１－６） （２－６） （２－６）

４５ Team　Je　Vis （ジュヴィ）

１４ テンション

２３ サトちゃん　ペッ　！

５

２ いただきマッスル！ ３

全ｹﾞｰ
ﾑ数
（Ｂ）

取得率
（Ａ／Ｂ）

順位

１ ビーンズ

１

TEAM NAME １ ２ ３ ４ ５
取得ｹﾞｰ

ﾑ数
（Ａ）

５ LaLaLa隊

２４ アロンアルファーEXTRA-ず

４３ きょうのわんこ

２ 協会選抜Aチーム ３

全ｹﾞｰ
ﾑ数
（Ｂ）

取得率
（Ａ／Ｂ）

順位

１ ”　サーブで勝負　！　”

TEAM NAME １ ２ ３ ４ ５
取得ｹﾞｰ

ﾑ数
（Ａ）


