
わっしょ～い！ チーム　ほっこり

WO 30

笑顔でスマッシュ だよねー２０１８

21 21

笑顔でスマッシュ だよねー２０１８

30 30

ラフ＆ピース だよねー２０１８

21 21

抹茶パフェ ぴったんこカンカン

30 30

ラフ＆ピース

21 №1 30

ラフ＆ピース №2 桃色くろばぁ

30 30

わがママーず ブルーマウンテンズ

30 30

オールアバウト　２ ポンポコ

21 30

オールアバウト　２ ポンポコ

30 №1 21

№2

シャベクリ６ ベストＦ・ＪＪ

30 21

シャベクリ６ 30 茶色クローバーＺ

30 21

サンライズ 茶色クローバーＺ

30 №1 30

№2

　　シニア・予選ラウンド マリンテニスパーク北村

1 わっしょ～い！ チーム　ほっこり 9

2 カドマの友 加齢なる熟女達 10
ラフ&ピース
だよねー2018

3 寄せ鍋チーム ダイヤモンドリリー 11

4 笑顔でスマッシュ だよねー２０１８ 12

5 抹茶パフェ 愉快な仲間たち 13

6 チームえつ子 ぴったんこカンカン 14
＜シード＞

7 高等遊民
わっしょ～い！

つるみん 15
桃色くろばぁ

8 ラフ＆ピース 桃色くろばぁ 16

　　シニア・予選ラウンド 住友総合グランドテニスコート

1 わがママーず トータス 5

2 セピアファミリー２ ブルーマウンテンズ 6

オールアバウト　２ 三宅組 7

4 ハナミズキ ポンポコ 8
ポンポコ

3
21

1 シャベクリ６ ベストＦ・ＪＪ

わがママーず

8

5

2 香久山の姫たち あすかルビー 6

3 オケちゃんズ バリアラビカ 7
＜シード＞

シャベクリ６

茶色クローバーＺ

オールアバウト　２

　　シニア・予選ラウンド 太陽が丘テニスコート

茶色クローバーＺ

＜シード＞

4 サンライズ 茶色クローバーＺ



シニア（マリンテニスパーク北村）

ドロー№ チーム名

1 わっしょ～い！ 中垣 由美 犬伏 多得子 真田 昭子 坂口 直子 渡辺 幸子 山本 節子

2 カドマの友 木村 啓子 西田 百合子 高尾 綾乃 足立 富雪 服部 至美 山川 千鶴

3 寄せ鍋チーム 西村 雅子 木戸 幸子 新熊 有子 梶 和子 赤嶺 あけみ 鈴木 越子

4 笑顔でスマッシュ 和田 千鶴子 薮野 容子 三好 厚子 中山 美香 野尻 むつ子 林 知恵子

5 抹茶パフェ 玉川 昌子 奥谷 律子 藤本 直子 杉村 美佐緒 都甲 まり子 山田 真理子

6 チームえつ子 中村 久仁子 木村 美奈子 森 直子 北上 秀代 今井 郁恵 堀江 浩美

7 高等遊民 藤中 君代 立松 由紀子 田中 初恵 笹岡 悦子 吉川 加代子 竹下 富子

8 ラフ＆ピース 百田 サツキ 相山 芳美 秋月 一美 梶 好江 川崎 孝子 瀧本 みさを

9 チーム　ほっこり 杉田 恵利子 中山 ひとみ 北畑 由美 石本 広美 大野 リカ 浅山 万守実

10 加齢なる熟女達 住川 真理 西田 美和子 平山 潤子 森岡 純子 山下 佳代子 吉見 康代

11 ダイヤモンドリリー 北浦 静子 西浦 育美 斉部 裕子 池田 友子 藤川 カズエ 新田 京子

12 だよねー２０１８ 山口 俊子 亀井 京子 岡本 順子 永井 弘子 上野 恭子 青戸 宏子

13 愉快な仲間たち 豊田 壽美子 田中 タズ子 前田 一左子 稲谷 千浪 高瀬 きよみ 上村 キミ子

14 ぴったんこカンカン 中村 恵子 疋田 知子 門地 由美子 阪口 曜子 田尻 一美 安井 恵美子

15 つるみん 川本 恵美 稲葉 洋子 高橋 直子 三谷 ひとみ 東野 淳子 広瀬 眞寿美

16 桃色くろばぁ 田村 見輪子 神澤 正世 藤澤 昌子 田辺 賀代子 奥野 雅代 小畑 全代

シニア（住友総合グランドテニスコート）

ドロー№ チーム名

1 わがママーず 森川 恵子 柳田 純子 小林 明子 吉川 雅子 佐藤 秀子 田中 玲子

2 セピアファミリー２ 山﨑 春代 大西 昌代 篠原 まさ子 飯間 隆子 青木 堯子 松村 すみ江

3 オールアバウト　２ 滑川 富子 田中 博子 酒井 淑子 向田 知恵子 宇山 由美 小川 潮美

4 ハナミズキ 木根淵 典子 宮村 真由美 石田 絹子 榎原 和子 神田 喜代子 矢田 恵子

5 トータス 原田 由美子 小西 清子 高石 俊子 田中 ひろ子 田畑 厚子 戸松 美智代

6 ブルーマウンテンズ 三浦 洋子 作田 英子 古川 かずゑ 久保 和子 若林 陽子 栄枝 裕美

7 三宅組 小野 佳恵 三宅　尚子 阪本 孝子 山田 裕子 大西 宣代 山田 真理子

8 ポンポコ 北濱 裕子 佐藤 まり子 中川 綾美 吉岡 寿美 伏田 真澄 芦田 由美

シニア（太陽が丘公園テニスコート）

ドロー№ チーム名

1 シャベクリ６ 中原 倫子 山田 由里子 安田 瑠璃子 伊藤 千郡 谷 美智子 髙木 和美

2 香久山の姫たち 金星 千里 岩中 香 大中 敬子 西久保 喜代美 細川 貴美子 松村 由加利

3 オケちゃんズ 高坂 恵美 桶谷 正子 栗原 紘子 北岸 美香 藤田 恵子 大石 俊恵

4 サンライズ 石本 純子 山本 和子 温井 真寿江 冨岡 洋子 北村 節子 足助 緑

5 ベストＦ・ＪＪ 清水 美佐子 竹口 祥子 小形 末子 西原 直美 大塚 千代子 稲田 ひろ子

6 あすかルビー 福田 淑子 中島 千代栄 砂 宏子 前川 佐代子 井上 尚子 山内 真弓

7 バリアラビカ 東川 光代 望月 明子 中平 久美子 大槻 明子 川畑 富子 小泉 信子

8 茶色クローバーＺ 細川 奈美 山口 利加 桐畑 紀子 若松 美雪 金子 恵美子 今西 量子

選手名（一番左の選手がキャプテン）

選手名（一番左の選手がキャプテン）

選手名（一番左の選手がキャプテン）


