
№1

№2

№3-4

№3-4

　　一般・予選ラウンド

決勝ラウンド
進出(2チーム)

　　マリンテニスパーク北村

1 一心 チームさむらい 33

2 エースをねらえん！ のりこデラックス

4 マイルドブレンド そろそろ芽を出し隊 36

34

3 セミファイナル キンプリシックス 35

6 ミサズひよっこ くまのプーさん 38

5 いっぱい遊び隊 ダンデライオン 37

8 オーサカグール みーわんごっこ 40

7 Ｏ．Ｂ．Ｂ あいうえおっとっと 39

10 チーム・ボラーチョ 奈良づけーズ 42

9 感謝感激雨霰 ナチュラルドロップ 41

12 テニス大好き～隊 よ～会 44

11 バモス！！ ハイタッチでＧＯ～ 43

ハチャメチャーズ ビューティークイーン

13 なでしこベアーズ チームピオーネ 45

16 ＪＯＹＦＵＬ レボリューション 48

46

15 ラブちゃんズ ひまわり 47

14

18 ごちゃまぜパワー 半端あるって！！ 50

17 ＨＯＳテニス 泉州ジェンヌ 49

20 七福神 ヨウカイ軍団 52

19 チームスマイル 猫ぱんち 51

22 チョー天然 ポジティブでＧＯ！ 54

21 ガンバ真田山 チーム　マカロン 53

24 スノードロップ キャッツ　ワン 56

23 ノーア２０１９ ララ．テニス！ 55

26 やんちゃな仲間たち ニッキーズ 58

25 君ならできる もずちゃんず 57

28 豹レンジャー チーム　マロン 60

27 チーム火曜日 ＮＧＳガールズ 59

30 ハッピー野郎 スクランブル 62
＜シード＞

29 チーム　ピョン太 笑ってゆるして 61

31 かつみ節 ももレンジャー 63
一心

まだまだヒヨコ

32 ハイタッチでグー まだまだヒヨコ 64
ＨＯＳテニス

レボリューション



マリンテニスパーク北村
ドロー№ チーム名

1 一心 杉本 美弥子 杉本 晴菜 後藤 苗美 北島 久子 中田 加奈子 北浦 奈那子
2 エースをねらえん！ 有吉 英子 宍倉 美由紀 玉木 ひとみ 岡本 紀子 大谷 奈緒子 西村 由起子
3 セミファイナル 中林 潤子 稲津 京子 加藤 泰世 中村 真弓 石川 美百合 林 幸代
4 マイルドブレンド 渋谷 英津子 藤木 真奈美 南 典子 伐栗 あけみ 林 恵理子 長木 裕子
5 いっぱい遊び隊 藤井 恵子 伊東 美佳 小池 久美子 津田 芳子 森 幸江 和田 ゆかり
6 ミサズひよっこ 太田 裕子 速水 とし子 宮崎 永子 谷口 あゆみ 西村 博美 文能 香織
7 Ｏ．Ｂ．Ｂ 津村 弘子 平見 郁子 北江 美奈 塚 雅美 岩崎 智子 中本 百合
8 オーサカグール 芦田 由美 岡﨑 朋美 市村 伸子 田中 操 内田 寿子 有田 千春
9 感謝感激雨霰 山口 智子 飯塚 麗子 木村 みよこ 内藤 弘恵 永田 里美 前島 奈生美
10 チーム・ボラーチョ 平田 瑞恵 松下 奈緒子 野内 景子 井上 香代子 秀高 早苗 西田 智子
11 バモス！！ 曽家 美鈴 奥田 有紀子 小國 淳子 和田 美帆子 平山 恵 竹本 歌織
12 テニス大好き～隊 池田 実希子 浅井 優子 井上 美奈 井上 弘美 坂本 和美 大西 準子
13 なでしこベアーズ 吉井 仁美 三浦 薫 槌谷 都 木村 祐子 奥野 登紀子 田邨 ゆき子
14 ハチャメチャーズ 城村 尚美 山本 圭子 大嶋 圭子 奥田 早苗 澤田 理恵 渡邉 啓子
15 ラブちゃんズ 増田 真澄 川崎 智子 今井 雅美 岡田 はや美 梶本 礼子 猪ノ上 春美
16 ＪＯＹＦＵＬ 石井 美智代 小林 千秋 高原 好美 上村 周子 濱田 里利 島内 久美子
17 ＨＯＳテニス 髙田 暢子 森戸 朋子 西野 真里子 後藤 美紀 阿部 萌 森岡 千歩
18 ごちゃまぜパワー 安田 恵子 井上 美和 八谷 美加 濱崎 綾子 武部 麻美 乾 久美子
19 チームスマイル 竹本 佳代 吉野 裕子 間島 千鶴子 抱 陽子 山本 貴子 山中 則子
20 七福神 徳田 順子 西村 章美 梶川 純子 竹之内 博美 宇澤 綾子 大窄 文美子
21 ガンバ真田山 久川 悦子 古高 恭子 兵頭 かおり 石神 ゆかり 長谷川 せつこ 正木 寿美
22 チョー天然 恵比須 恵子 岩本 由紀 山田 直美 宇佐見 伸江 岡田 早苗 山口 晴美
23 ノーア２０１９ 野村 典子 緒方 弥栄子 赤松 久里子 奥 圭子 小川 恵子 太田 久美子
24 スノードロップ 松本 美代 河邉 敦子 増本 昌子 中田 有美 山本 茂美 野口 昌子
25 君ならできる 原田 功子 島森 明子 関本 優枝 隠岐 京子 倉石 明子 藤井 広美
26 やんちゃな仲間たち 本間 阿八芽 堀 みさ子 木村 桂子 中島 由紀 谷本 奈那 岡本 恵美子
27 チーム火曜日 立田 和美 青木 由起 菊地 雅子 西村 佳子 神戸 亜矢子 松下 笛子
28 豹レンジャー 藤川 摩祐美 足高 智美 堀北 祐子 小森 智子 釜中 佐知子 向井 静
29 チーム　ピョン太 木下 芽代子 大森 美奈子 東 高子 柴田 由紀 大木 奈美 矢野 由可
30 ハッピー野郎 西村 尚子 嶋津 春美 大友 弘子 井上 みゆき 岩森 敦子 野口 悦子
31 かつみ節 岡所 由美子 吉村 嘉津美 藤下 由利子 森田 靖子 高橋 裕子 藤原 昌子
32 ハイタッチでグー 杉本 佳子 小島 啓子 船本 千津子 白崎 智子 土田 由香里 新田 香織
33 チームさむらい 森北 真弓 浅島 裕子 松尾 恵子 前田 広栄 永橋 光恵 門脇 静香
34 のりこデラックス 槌道 典子 平野 香 玉西 文子 和中 朋子 高橋 玲奈 木村 紀子
35 キンプリシックス 西 圭以子 藤岡 慶子 松下 千代 舩木 まゆみ 小松 和恵 金山 貴美
36 そろそろ芽を出し隊 野竹 明美 江見 淳子 丸谷 朋子 平岡 順子 加藤 美保 城村 美和
37 ダンデライオン 宮崎 幸子 中谷 多美 新井 聖恵 新城 幸恵 和田 典子 江口 真由美
38 くまのプーさん 金盛 優子 亀井 良子 久保 貴子 岩本 巳佐子 小林 喜美 吉村 友美
39 あいうえおっとっと 安井 静子 下山 麻紀子 牧田 由利子 汐入 亜衣子 沼野 昌美 山本 愛子
40 みーわんごっこ 橋中 明子 大谷 朗子 八木 陽子 松尾 可純 村田 まき子 島瀬 志津子
41 ナチュラルドロップ 中村 恵利子 市村 志津香 久門 裕美 児島 由香 菊地 光美 阿保 節
42 奈良づけーズ 山地 洋子 舛谷 真由美 工藤 桂子 中山 摩巳子 本間 千賀子 黒松 寿子
43 ハイタッチでＧＯ～ 山根 千代美 増田 和代 木村 恵美子 貝塚 和代 西田 恵利 岩津 敬子
44 よ～会 宮﨑 洋子 渡辺 仁美 上田 美佐 瀧本 千代 酒井 淳子 染井 祥子
45 チームピオーネ 喜多代 邦子 沖津 育子 甲斐 千恵 金田 芳美 長岡 裕巳子 長野 峰子
46 ビューティークイーン 林 佳月子 南 順子 佐藤 理恵 松原 陽子 穂積 禎子 安倍 くみ子
47 ひまわり 金子 薫 土屋 祐子 松本 久代 城村 香 辻 喜久 元川 恭子
48 レボリューション 西廼 稚子 佐竹 美樹 大山 由希 南野 麻衣 小城 直美 国友 美恵子
49 泉州ジェンヌ 田尻 佳予子 荒木 紀子 大久保 美由紀 本田 直美 野口 東 北野 由香
50 半端あるって！！ 松浦 和美 硯 和子 日下 昌美 菊地 知美 植田 幸 山田 久知代
51 猫ぱんち 齋藤 依理子 近藤 朋子 森 徳子 齋藤 美恵 長谷川 紫穂 奥 晃与
52 ヨウカイ軍団 田中 麻美 江川 和代 大仲 須美 梶 和子 北野 里美 古久保 有津子
53 チーム　マカロン 新宮 千恵美 辰巳 市子 小柳 定子 谷 真規子 藤川 智美代 山田 加代子
54 ポジティブでＧＯ！ 神山 初美 藤井 麻子 村本 明美 幾田 律子 井神 佳子 左近 優香
55 ララ．テニス！ 野内 はるえ 三苫 圭子 今井 恵子 大岡 久美 濱本 方子 平井 俊子
56 キャッツ　ワン 加减 あつ子 青木 佐代子 三橋 真奈美 桃田 清美 内山 敬子 天宅 陽子
57 もずちゃんず 大縄 ひとみ 川本 勝美 久保 和美 長谷川 優美 山本 園子 笠原 利栄子
58 ニッキーズ 細井 弥生 松下 みどり 宮本 真美子 樫田 紀子 中井 真砂子 宮武 文子
59 ＮＧＳガールズ 谷 二葉 大迫 薫 荻野 麻理 飯田 良美 朝山 敏子 山内 ひろみ
60 チーム　マロン 吉永 正代 児玉 さとみ 渋谷 美紀 藤田 紀子 山本 美奈 高橋 あゆみ
61 笑ってゆるして 堀井 幸子 浅井 みゆき 神林 ひとみ 坂本 真佐美 田中 道代 松本 綾子
62 スクランブル 鬼岩 幸代 澤本 真理子 伴 佳江 澤井 栄美 濱田 裕子 小西 加久子
63 ももレンジャー 石橋 いづみ 上田 理恵 森本 洋子 本田 まゆ 林 洋子 吉田 真紀
64 まだまだヒヨコ 坪野 亜香里 藤井 朋美 鈴木 百合子 金井 あずさ 橘 理恵 南口 理絵

選手名（一番左の選手がキャプテン）



＜シード＞

№1

№2

№3

№4

№5

№6

いつかきっと・・・ やる気スイッチＯＮ

16 ＹＤＪ４９

8 昔の仲間で出てます ドラゴンエース

10 プリチィグリーンズ なにわなでしこ

5 ナイスバディ アップルポイズン 21

24

6 カラフルプリン コートの暴れん母

びっくりぽんず

22

　　一般・予選ラウンド 　　　　　　万博テニスガーデン

1 糸目新喜劇 エースをねらえ 17

プリンセス６ 20

3 19

2 ＰＬＵＭＥ みんな半端ないって 18

4 ラブオール

決勝ラウンド
進出(1チーム)

7 23

26

9 小結花子 チームＫフレンズ 25

シュランシュラン

12 たえこのおしえ らすかる 28

13

27

29

おともだち リボンの騎士11

ザ・ミラクルズ ケセラセラ

ここから大逆転

糸目新喜劇

ベストフレンド ビクトリーママズ

アップルマンゴー

エッグスプリング

ごとうだドコだ 32
ほとんどマユミさん

ごとうだドコだ

30

15 べっぴんさん ニーニョデスイスイ 31

14



＜シード＞

№1

№2

№3

№4

№5

№6

4933 アップルマンゴー チェリーブロッサム

　　一般・予選ラウンド 　　　　　　万博テニスガーデン

50

53

36 がんばるもん 微女ロクレンジャー 52

35 ラッキー６ くろわっさん 51

37 Ｌｅｔ’ｓ　Ｔｒｙ グリーンアイランド

40 コースをねらえ！ はじめまして２

金平糖 決勝ラウンド
進出(1チーム)

エースもねらえ

34 ＣＯＣＯＣＨＩ テニスでｇｏ！

56

54

39 レッツゴー６匹 テニトモ 55

38

オリーブ ナイストライ 58

41 ハッピーレインボー チームＫチルドレン 57

42

44 ねこまっしぐら おひかえなすって！ 60

43 ＴＥＡＭーＫ お菓子なクローバー 59

糸目新喜劇
ミックスジューチュ

45 たけのこＷＡＮＤＡ ｈａｐｐｙｔｉｍｅ 61

62
アップルマンゴー

46 大安吉日

47 トラッキーズ②
エッグスプリング

ＳＩＴ４８ 63
ここから大逆転

64
ごとうだドコだ

48 皆のおかげです
ほとんどマユミさん

ほとんどマユミさん



＜シード＞

№1

№2

№3

№4

№5

№6
96

ほとんどマユミさん

ごとうだドコだ

おーいどこいった４ 凸凹フレンズ

ここから大逆転

80 オーのりのり ここから大逆転

77 カッシーズ トラッキーズ① 93

94

79 ａｓｏｂｏ～ ホップ・ステップ 95

78

75 デコぽんず チームグリンフェス 91

76 いつもチャレンジ チームＡＢＣＤ 92

88

74 キラキラ 水曜はどうでしょう 90

73 チーム”Ｑ””（ギュウ） みんなでＧＯ

85

70

Ｊ－Ｔｈｒｅｅ 87

72

ｃａｔ’ｓ　ｅｙｅ フリーダム 86

虹色ミラクル テニスバカ日誌２

71 がおがお卒業

　　　　　　万博テニスガーデン

65 エッグスプリング 相棒６ 81

　　一般・予選ラウンド

66

コーヒータイム

阿闍梨もち チームどたばた 82

糸目新喜劇

アップルマンゴー

エッグスプリング

決勝ラウンド
進出(1チーム)

89

67 アドバンテージです

69 たのしい仲間

エンジェルス 83

68 笑顔で一本 動物と愉快な人間 84



万博テニスガーデン
ドロー№ チーム名

1 糸目新喜劇 吉村 裕絵 岡田 加津重 西居 いく子 山崎 由美 亀岡 美和 浅井 真貴
2 ＰＬＵＭＥ 田村 真理 岩島 妙子 青井 悦子 石本 章子 八木田 範子 浅田 まり子
3 いつかきっと・・・ 芦田 浩子 町井 麻由里 青木 智子 中村 裕美 塩山 美香 糀屋 美智代
4 ラブオール 稲村 智子 木下 由美子 北原 利恵 吉田 由美子 蔦 俊子 高田 澄江
5 ナイスバディ 定兼 由香 西村 朋子 横地 美由紀 八藤 敏恵 上野 慶子 福元 智子
6 カラフルプリン 中沢 幹枝 野崎 洋子 松澤 典子 横山 典子 草野 享子 岡嶋 麻湖
7 びっくりぽんず 岡山 奈緒美 小林 郁子 村上 恵子 堀 京子 熊野 早希子 小寺 由美
8 昔の仲間で出てます 森 由美子 古郡 和子 澤田 美代子 田中 好美 谷山 貞子 中井 洋子
9 小結花子 明平 朋子 嶋津 明美 橋本 智帆 波多江 陽子 青木 由佳 丸山 伊津子
10 プリチィグリーンズ 野村 佳代子 田澤 富美子 高橋 禎子 関野 恵子 松田 光子 稲内 美樹
11 おともだち 藤田 裕倫子 搗本 佳子 義川 敬子 坂井 久恵 柴生 由紀子 樽井 順子
12 たえこのおしえ 木村 牧子 出口 利江 藤原 八重美 住山 智子 北嶋 舞子 嘉藤 敬子
13 ベストフレンド 蒲原 由美子 岡村 裕子 伊達 規子 吉中 真澄 大木 律子 清水 久美
14 ザ・ミラクルズ 山口 小波 荻野 光代 山内 圭子 中野 由利子 小川 晶子 森脇 恵美子
15 べっぴんさん 渡辺 咲子 鵜川 恒美 小原 典子 国本 晴子 阪田 千津子 山田 和子
16 ＹＤＪ４９ 尾上 麻里 船場 真紀 丸中 和佳 井上 さゆり 佐藤 通代 石川 日出子
17 エースをねらえ 岸本 敏枝 浜元 ヒロ子 志尾 幸子 河谷 久美子 奥田 祐子 中尾 淳子
18 みんな半端ないって 倭 直子 松本 真由美 川口 洋子 樋口 敏子 猿橋 尚子 内田 えつ子
19 やる気スイッチＯＮ 山畑 多佳子 善田 賢恵 谷口 雅美 今井 えみ 百鳥 年美 染矢 千雅
20 プリンセス６ 八田 弘子 江崎 千佐 吉川 啓子 池田 夢香 甲斐 厚子 松本 敬子
21 アップルポイズン 田籠 嘉枝子 與那嶺 由紀子 梅原 博美 渡辺 裕子 山本 まどか 関 幸
22 コートの暴れん母 瀧山 映子 土井 千恵子 大槻 恭子 中山 京子 森山 裕子 楠本 直江
23 シュランシュラン 岩見 香奈 林 晴美 長谷川 正子 池田 敏江 岡田 真由美 高向 恵
24 ドラゴンエース 花岡 陽子 伊藤 幸子 岡野 真寿美 田中 保子 村田 淑子 吉田 雅恵
25 チームＫフレンズ 八木 泰子 金井 静子 池田 奈智子 東尾 陽子 羽者家 葉子 小西 真琴
26 なにわなでしこ 川田 滋子 川崎 広美 千々岩 知未 須々木 陽子 中村 純子 福田 史恵
27 リボンの騎士 坂脇 桂子 東谷 芳枝 藤田 かおり 前平 由佳理 前田 宏美 河合 志津
28 らすかる 廣瀬 よし子 飯澤 加津子 増田 由佳子 置田 恵津 斉藤 雅子 清中 順子
29 ビクトリーママズ 奥村 憲子 福井 裕代 清水 明美 大津加 佳代 定本 敏子 西田 裕紀子
30 ケセラセラ 小川 陽子 西川 雅子 竹橋 直美 津崎 由美子 弓渓 ひろみ 坂井 真子
31 ニーニョデスイスイ 友田 恵都子 小林 めぐみ 野上 真美子 鈴木 尚子 松永 きよみ 坂東 花子
32 ごとうだドコだ 米山 有夏 阿瀬知 美佳 後藤田 久仁子 高野 安希子 森田 邦子 山田 由美

万博テニスガーデン
ドロー№ チーム名

33 アップルマンゴー 長谷川 眞由美 三浦 由紀子 由上 響子 浦西 敬子 桜井 りか 佐藤 美智代
34 ＣＯＣＯＣＨＩ 内田 雅子 石川 喜代美 大村 令子 安武 政子 佐藤 清美 仁木 紅子
35 ラッキー６ 山本 春美 今井 成子 麻坂 厚子 今村 節子 乾 さおり 山本 春美
36 がんばるもん 中島 明子 野々宮 直美 植木 有里 佐々木 久恵 船山 鯉可 藤本 恵美子
37 Ｌｅｔ’ｓ　Ｔｒｙ 楠田 綾子 盛岡 綾子 高畑 三枝 梅本 京子 上田 早苗 天野 朋子
38 金平糖 香川 純代 眞鍋 直恵 西村 美香 西村 千浩 西田 綾子 浅井 公子
39 レッツゴー６匹 田中 千里 加藤 由紀子 梶 明美 村上 真澄 奥野 幸子 樋口 享子
40 コースをねらえ！ 中村 陽子 川本 亜矢子 矢野 恭子 河北 あかね 加藤 幸子 木内 克子
41 ハッピーレインボー 濱田 由佳理 大国 佳子 郷原 純子 橋本 ひろみ 秋柴 美子 澤田 貞子
42 オリーブ 薩摩 美香子 仁野 清美 古家 妙子 近藤 里香 辻 光子 奥村 幸子
43 ＴＥＡＭーＫ 中川 知恵子 平松 正子 松岡 文子 渡 奈美 正木 みか 中村 菊江
44 ねこまっしぐら 礒崎 美津恵 打越 多佳子 井西 裕紀子 竹島 麗子 毛利 芳香 志水 雅子
45 たけのこＷＡＮＤＡ 林田 美江 加藤 佐智子 木村 美弥 池本 麻佐子 角田 千佐登 沼田 純子
46 大安吉日 岡 美智代 片岡 典代 﨑浴 三奈子 平田 裕子 富永 よし美 関口 智子
47 トラッキーズ② 岡田 美枝子 永田 祐子 姫川 幸子 新田 裕子 北島 厚子 森 睦美
48 皆のおかげです 鈴木 さつき 岡田 亨子 木全 真知子 松本 順子 辻川 明美 中川 友子
49 チェリーブロッサム 藤田 治子 崎山 雪絵 川崎 美和 藤田 智子 相原 智子 山野 美津子
50 テニスでｇｏ！ 浦上 知子 堀切 敏子 清水 和枝 安田 伴子 中田 ヨウ子 四方 真智子
51 くろわっさん 渡辺 美幸 谷垣 雍子 佐藤 かおり 河野 典子 渡辺 典子 野澤 智子
52 微女ロクレンジャー 田村 千鶴子 井上 千香恵 松生 千佳 木本 英子 岡本 一美 清水 佐和子
53 グリーンアイランド 大矢 裕子 森田 恵子 栗山 春美 澤辺 明子 篠岡 千鶴 久林 知洋美
54 エースもねらえ 塚田 光子 田井中 法代 上前 加代 山下 康子 大森 由佳 谷本 路子
55 テニトモ 磯田 千春 強力 絹子 村田 美智子 星山 順 大西 里美 森本 律子
56 はじめまして２ 鈴木 舞咲代 齊藤 昭子 岩田 葉子 武田 章子 西山 由紀 佐藤 尚子
57 チームＫチルドレン 山﨑 るり 永川 尚子 山口 典子 島澤 弘江 王子田 法子 中山 直子
58 ナイストライ 北野 委子 岡田 陽子 寺倉 美抄子 中田 智美 太田 美奈子 二谷 典子
59 お菓子なクローバー 向 礼子 栗田 あゆみ 坂本 和美 瀬木 由佳 魚住 聡美 渡辺 恵子
60 おひかえなすって！ 辻岡 展子 大東 聖子 上根 弘美 近藤 尚子 和田 美穂子 水野 明子
61 ｈａｐｐｙｔｉｍｅ 畠山 香織 吉村 亜佐美 藤澤 由美子 野崎 ゆうこ 馬場 順世 中川 知子
62 ミックスジューチュ 並河 聡子 谷山 愛美 福永 清香 梶 陽 高谷 満喜 藤田 麻子
63 ＳＩＴ４８ 高雲 尚子 南里 淑江 大橋 順子 加藤 麻美 眞殿 ゆり 高橋 聖子
64 ほとんどマユミさん 川西 和香 花田 悦子 野村 仁子 池下 紀代美 八木 美由紀 北本 真由美

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）



万博テニスガーデン
ドロー№ チーム名

65 エッグスプリング 荻野 典子 村井 麻美 植木 江里子 永井 京子 佐々木 由紀子 山崎 美保
66 阿闍梨もち 濱村 美也子 三宅 眞紀 村橋 宏美 大井 由美子 手越 幸代 柳川 恵子
67 アドバンテージです 友広 明子 荒川 真奈美 矢野 文恵 百合藤 真優 渋谷 洋子 直田 みどり
68 笑顔で一本 中村 道子 角田 恵子 新田 弘美 山科 美紀 五代 由加里 坂和 小百合
69 たのしい仲間 手原 ミエ子 鈴木 雅子 宮田 弓佳 橋本 昌美 米田 裕紀子 宮脇 伸子
70 ｃａｔ’ｓ　ｅｙｅ 野上 友希 南口 典子 小野 悦子 奥主 ゆり 藤原 英子 相原 美里
71 がおがお卒業 大久保 紫 吉田 ますみ 谷口 雅子 幸田 裕美 谷村 由美子 白水 まゆみ
72 虹色ミラクル 谷口 知栄 宮越 由季 奥村 優子 関口 京子 奥田 みちこ 倉田 香織
73 チーム”Ｑ””（ギュウ） 金森 扶美枝 近藤 孝子 牛道 タキ子 吉原 知恵 北田 由美子 秋山 喜久子
74 キラキラ 菅原 真理子 杉本 直子 井手 かおり 仲野 ゆかり 東 ひとみ 住山 麻美
75 デコぽんず 藤ノ井 順子 伊藤 美恵 川畑 康子 上地 素子 清水 真弓 寺田 小百合
76 いつもチャレンジ 川井 和子 小島 洋子 花森 寿子 引地 美砂代 山本 美希 小西 安樹子
77 カッシーズ 福長 智美 辻本 高代 坂口 久美子 久米 ひろみ 藤本 真澄 仲 壽子
78 おーいどこいった４ 大井 美季 荒木 恵美子 糸林 元子 中西 雅子 七條 朝子 高橋 恵子
79 ａｓｏｂｏ～ 南方 恭代 福嶋 恵子 江島 園子 樋口 倫子 菅生 委久栄 元木 薫
80 オーのりのり 池 恵里子 藤田 真砂美 中村 祐子 日南 佳子 斎藤 千恵 吉村 晴美
81 相棒６ 木村 洋子 林 由佳子 長谷川 春美 岸田 基子 富田 温子 田中 桂子
82 チームどたばた 依田 里佳子 城戸 みゆき 三井 恵美子 渡辺 幸千代 久保 佳代子 神阪 みどり
83 エンジェルス 板井 恵美子 久米 聡子 勝山 香 酒井 美樹 前垣 智美 鈴木 彰子
84 動物と愉快な人間 出野 芳江 関口 順子 安井 泰子 岡 たつ子 加須屋 智里 北野 裕子
85 コーヒータイム 黒松 真実 大島 八重子 長崎 早苗 岩田 真衣子 溝江 恵子 菅野 和恵
86 フリーダム 上田 恭代 栗山 麻奈美 橘 佳子 杉田 幸子 中谷 美紀 江座 佳奈
87 Ｊ－Ｔｈｒｅｅ 中谷 弥穂 増田 真美子 古賀 繭子 清水 由以子 坂本 美保 井上 和美
88 テニスバカ日誌２ 中川 綾子 上田 明子 田中 美千子 鈴木 紀子 佐藤 麻子 辻 明美
89 みんなでＧＯ 宮武 頼子 冨田 純子 小室 恵 川久保 直美 山内 真由美 北野 晃子
90 水曜はどうでしょう 三木 充世 長岡 博美 高桑 隆子 山﨑 喜子 佐竹 栄子 大久保 清美
91 チームグリンフェス 久世 祐子 奥山 千晶 中村 貴江 戸祭 和子 丸田 真美子 副島 美紀
92 チームＡＢＣＤ 山田 裕子 吉田 裕子 吉田 由美子 伊藤 美由紀 山下 百里 山野 佐登美
93 トラッキーズ① 中尾 万晶子 中田 有可子 市橋 直子 中尾 京子 吉川 ミチ 佐藤 理香
94 凸凹フレンズ 堀 麻美 辻 千恵子 澤田 双葉 今井 房恵 大畠 和江 丹生谷 真弓
95 ホップ・ステップ 安達 淳子 岡﨑 恵子 高木 美智子 坪倉 知佐子 益満 弘恵 村田 雅子
96 ここから大逆転 宮内 知子 清尾 優子 佐伯 仁美 高橋 幸子 日下 真理子 平野 幸保

選手名（一番左の選手がキャプテン）



№1

№2

№3-4

№3-4

　　一般・予選ラウンド 　住友総合グランドテニスコート

33

2 ＴＥＡＭＶＥＮＵＳ Ｐちゃんと森の妖怪達 34

1 ＭＩＮＥＮＴ やまとなでしこ

4 橋本組 西山のえカンパニー 36

3 ＨＤＭ頭つかいやー ミックスベジタブル 35

ハッピーターン ガクチャンズ 39

5 ランＲＵＮラン みえこｗｉｔｈ５ 37

8 ワンバンするもんね モモクロサンランド 40

6 ファイティンガール 勝手にボンジュール 38決勝ラウンド
進出(2チーム)

7

10 バドミントン部 ＣＯＭＥＴＳ 42

9 赤玉パンチ ミラクルＦＳ 41

12 ギリギリガールズ２ チップとデール 44

11 カクゲンシ Ｍ’ｓ１３おとな組 43

トライアングル クリストファロビン

13 Ｍ’ｓ１３ジュニア ウッドストック 45

16 ＰｅｅＫａＢｏｏ チームうろこ 48

46

15 昔はお嬢様。 グリーンスムージー 47

14

18 ハイタッチ パワーストーン 50

17 ワニワニパニック 生ハムメロン 49

20 ままっちょ 三宅組 52

19 あきラッコ ひよこシスターズ 51

22 合縁奇縁 ざっくばらん 54

21 わくわくサンランド はっさく姫 53

24 サインはグチョキパ ミックスベリー 56

23 ＳＡＫＵＲＡ チャレンジャー６ 55

26 Ｂ６ リコリス 58

25 がんばれ！みんな バンビーナ 57

28 頑張っテニス クロワッサンサンド 60

27 プリティリボン ダイヤモンドハーツ 59

30 タックフォルノー アクアマリン 62
＜シード＞

29 ｗｉｎ－ｗｉｎ ラッキールーザー 61

31 フリーランス レインボースマイル 63
ＭＩＮＥＮＴ

爆笑テニス王

32 チームダイナソー 爆笑テニス王 64
ワニワニパニック

チームうろこ



住友総合グランドテニスコート
ドロー№ チーム名

1 ＭＩＮＥＮＴ 古出 直子 木村 絵奈 齊藤 多真紀 矢木 菜都子 畑中 美里 脇本 郁子
2 ＴＥＡＭＶＥＮＵＳ 提中 裕子 米倉 由紀子 藤掛 綾 上原 江美 平松 久美子 春名 真由美
3 ＨＤＭ頭つかいやー 村尾 都 河合 由理 植北 尚子 大山 尚美 高見 潤子 中嶋 ゆり子
4 橋本組 松永 恵子 三浦 喜久子 御幡 裕美 石原 まり子 油納 直子 小林 晴美
5 ランＲＵＮラン 加藤 晴巳 谷口 紀子 小池 智子 佐藤 栄子 森田 美咲 山根 久美子
6 ファイティンガール 星野 雅子 海山 美夜子 小林 佳子 仲林 尚子 谷河 聖子 河野 節子
7 ハッピーターン 櫟 真由美 寺田 勢津子 池浦 政子 吉田 直子 湯澤 理香 内田 美智代
8 ワンバンするもんね 嶋袋 朝子 藤井 貴子 浅井 幸恵 南 美雪 嶋津 佳子 西尾 みゆき
9 赤玉パンチ 小林 温子 田中 美樹 野村 よし子 重坂 栄里子 白田 篤子 田中 麻里
10 バドミントン部 松井 洋子 榎谷 貴子 山本 有紀 藤木 由希子 安田 ゆり子 猿渡 みゆき
11 カクゲンシ 内田 和子 黌農 佳永子 藤井 優子 渡邉 真由美 山村 初保 田中 礼子
12 ギリギリガールズ２ 横井 あや 今木 輝美 太田 記子 山本 綾子 岡 千絵 栗山 久恵
13 Ｍ’ｓ１３ジュニア 石川 直美 高木 幸子 中村 尚美 佐野 文江 武久 美和 小西 由香
14 トライアングル 佐々木 恵子 山脇 千佳子 飯島 加奈子 瀧口 あかね 竹安 由起子 北 美鈴
15 昔はお嬢様。 橋本 尚美 小山 聖子 福井 美紀代 力丸 庸子 東野 佳名子 深堂 ますみ
16 ＰｅｅＫａＢｏｏ 山田 真理子 奥野 雅代 田辺 賀代子 宇都宮 陽子 井嶋 由子 小林 桂
17 ワニワニパニック 畑中 美由紀 南口 幸子 打越 麻友美 野口 理恵 山崎 真輝 木村　利果
18 ハイタッチ 鈴木 悦子 山本 真智子 若山 道代 中西 孝子 紀太 千恵 辻村 和美
19 あきラッコ 藤本 初美 園山 真紀 有田 みどり 福井 睦美 石山 智子 三宅 牧子
20 ままっちょ 谷原 智香子 東 芳子 加納 敦子 城 久美子 春山 和子 久村 聖子
21 わくわくサンランド 花本 真由美 北浜 佳代子 黒政 由美子 亀岡 理恵 加藤 園子 井上 英美
22 合縁奇縁 本田 法子 阪上 由美子 薦田 妙子 高木 由美子 川崎 博恵 仁井田 恵都子
23 ＳＡＫＵＲＡ 伊藤 順子 生井 美樹 藤原 昌子 船井 京子 末武 菜穂子 荒冷 絵理
24 サインはグチョキパ 中村 和恵 須貝 幸代 植田 アツ子 久保 充代 新堂 さゆり 松村 富士子
25 がんばれ！みんな 吉野 恵 土橋 慶子 中野 澄美子 中司 康代 平見 由美 北川 章代
26 Ｂ６ 松尾 宏美 高野 明美 西村 圭子 碇 博美 藤山 千恵 長沢 久仁子
27 プリティリボン 細谷 裕見子 河村 直美 岡 則子 大橋 由加里 國瀬 紀美恵 田辺 敦子
28 頑張っテニス 亀谷 幸子 衣笠 真代 祖父江 美保 中尾 桂子 門脇 洋美 松本 津代子
29 ｗｉｎ－ｗｉｎ 西森 亜希子 水木 洋子 津田 和美 福元 こころ 松持 知子 森脇 三穂
30 タックフォルノー 野島 礼子 青木 由貴子 岡本 真澄 岡田 美恵 千田 和代 宇田 由紀子
31 フリーランス 炭竃 佳子 佐々木 充子 西光 茂美 三好 浩子 内山 永子 阿川 久美子
32 チームダイナソー 三苫 真由美 井川 真由美 中嶋 裕美子 高村 久美 落合 裕子 上谷 真美
33 やまとなでしこ 田中 典子 中井 百合恵 高寺 裕子 北村 美佐緒 大屋 恵美 浜上 彩子
34 Ｐちゃんと森の妖怪達 北尾 広子 古瀬 瞳 沢辺 悦子 牛嶋 美子 亀井 直美 大村 幸子
35 ミックスベジタブル 寺杣 寛子 植田 悦子 木本 幸世 田中 康子 堀田 伊津美 村池 洋子
36 西山のえカンパニー 新谷 理恵 遠藤 悦子 野津 郁子 松本 英子 山田 理美 西岡 操
37 みえこｗｉｔｈ５ 田中 美枝子 田坂 昌美 石田 由美子 加藤 尚子 入谷 光代 伊達 めぐみ
38 勝手にボンジュール 香山 寿美子 倉橋 麻理子 保田 佳代子 酒本 久美子 久保 晴美 長坂 歩
39 ガクチャンズ 山岸 美智子 角田 智江 金木 悦子 岩本 ゆか 土井 ひろみ 山田 淳子
40 モモクロサンランド 李 美奈子 吉田 智子 小野木 文子 桂田 泰世 荒木 直子 森本 里美
41 ミラクルＦＳ 野口 保子 前田 由美子 渡部 秀子 佐野 陽子 大路 敦子 駒田 るい子
42 ＣＯＭＥＴＳ 村上 雅子 小林 純子 村田 有子 平峰 真由美 山下 直美 水倉 容子
43 Ｍ’ｓ１３おとな組 菊田 美代子 中野 志麻子 濱田 美枝子 若松 加奈 高田 博美 赤澤 奈都子
44 チップとデール 角 芳子 新田 明子 木村 理代 前地 理子 米満 祥代 篠原 尚子
45 ウッドストック 山内 美佳 高橋 美和子 竹永 奈美子 中田 美保 中村 寿美子 山本 紀子
46 クリストファロビン 妹尾 ちよみ 市丸 ユウコ 福田 夏絵 坂田 薫 武田 朋子 道畑 愛子
47 グリーンスムージー 鐘ヶ江 千文 八塚 恵子 安積 康子 相原 みさ 東尾 多美子 山崎 光
48 チームうろこ 鈴木 賢美 稲垣 博子 渡井口 靖子 増本 千賀子 片山 久香 松村 仁美
49 生ハムメロン 岩口 洋子 岡崎 睦 東 靖子 斉藤 理恵 上口 真知代 菅 嘉余子
50 パワーストーン 塩田 育恵 山本 裕子 山中 和子 坂下 久美子 岡 智香 岡田 綾
51 ひよこシスターズ 木落 民子 寺西 陽子 稲本 法子 東辻 奈津子 前田 陽子 橘高 ひとみ
52 三宅組 三宅 尚子 山田 真理子 永野 牧子 箱崎 千鶴 金平 広美 瀧本 有見
53 はっさく姫 小島 智美 野村 芳子 八川 三保子 金津 信子 谷井 裕子 中尾 裕子
54 ざっくばらん 築山 治美 隅蔵 宣子 大西 育子 池田 博子 辻宅 喜代美 柳沼 久美子
55 チャレンジャー６ 井関 准子 片倉 啓子 濱谷 なおこ 米倉 美代子 岡本 みゆき 岩上 光世
56 ミックスベリー 桜井 深雪 松尾 静枝 松尾 淋子 野口 親子 渡辺 郷子 上林 静枝
57 バンビーナ 一条 容子 野上 陽子 園田 恵子 奥内 茜 中村 かおり 松本 陽子
58 リコリス 水谷 るりこ 岩田 由紀 加藤 文子 奥田 雅美 藤田 暢子 西條 典子
59 ダイヤモンドハーツ 中川 真理子 松岡 左知子 富田 智子 河野 智恵美 前田 喜久子 相良 睦子
60 クロワッサンサンド 油野 陽子 松尾 千歳 吉田 千華子 須田 智美 田中 あゆみ 石田 真美
61 ラッキールーザー 榊原 幸子 礒野 由美 東川 宏美 越智　ゆり 江崎 知子 臼井 真由美
62 アクアマリン 鈴木 淳子 後藤 光枝 高橋 由紀子 中村 通子 藤原 典美 若見 祥子
63 レインボースマイル 田宮 眞理子 住野 幸美 八木 啓子 西尾 弘子 香川 玲子 林 陽子
64 爆笑テニス王 船橋 美好子 菅 裕美 坊岡 幸子 北村 冨美子 中西 美絵 玉田 年世

選手名（一番左の選手がキャプテン）



№1

№2

№3-4

№3-4

がんばったらプリン

32 ポチの会 がんばったらプリン 64
３か月でコミット

ネギファイヤー

30 スイングシスターズ 楽しくわいわい 62
＜シード＞

31 Bye Bye 63
食いしん坊ばんざい

28 りくとくらのすけ達 キュアップ・ラパパ 60

29 ごきげんよう 初老中老大老 61

26 Bye Bye 58

27 Bye Bye 59

24 ＴＴＣパート１ きらきらーず 56

25 いぬ・いの会 どＭ！ＧＯＧＯ６ 57

22 Bye Bye 54

23 Bye Bye 55

20 チーム　ゆるふわ 考える子ちゃん 52

21 チームＴＥＮＴＥＮ 楽しいのが一番！！ 53

18 Bye Bye 50

19 ラリーモンスターズ Bye 51

16 笑う門には福来る ネギファイヤー 48

17 ３か月でコミット わんぱくレンジャー 49

46

15 Bye Bye 47

14 Bye ハッピーＴＥＮ

12 好きにさせて ラウンドロビンズ 44

13 ＨＯＰＳＴＡＲ グータッチ 45

10 Bye Bye 42

11 Bye Bye 43

8 素顔のままで！？ ゴールデンロック 40

9 オールアバウト 甲子園淑女隊 41

6 Bye Bye 38決勝ラウンド
進出(1チーム)

7 Bye Bye 39

5 ＴＴＣパート２ プラチナハート 37

2 Bye Bye 34

3 秘密の特訓

1 食いしん坊ばんざい フルパワー６

　　一般・予選ラウンド 　　　　　　神戸総合運動公園

33

4 サインはピース レベルアップップ 36

ベストを尽くせ！ 35



神戸総合運動公園テニスコート
ドロー№ チーム名

1 食いしん坊ばんざい 池田 花 末岡 景子 山本 覚子 柳沢 由紀 小林 真樹子 小島 三佳
2 Bye
3 秘密の特訓 小南 篤美 北山 由華 横山 文 坂本 美恵 佐藤 秀子 牧ノ段 裕子
4 サインはピース 中末 則子 松田 圭子 小島 晴美 井内　みすず 佐藤 和子 名賀 由美子
5 ＴＴＣパート２ 朝倉 恵美子 田嶌 輝美 吉井 心美 東嶋 和子 小阪 紀子 中藤 美智代
6 Bye  　 　 　 　 　
7 Bye  　 　 　 　 　
8 素顔のままで！？ 川端 美春 山村 納奈子 川崎 由佳 黒川 恭子 宮森 亜紀子 上野 麻紀
9 オールアバウト 宇山 由美 田中 博子 滑川 富子 酒井 淑子 藤原 美恵 向田 知恵子
10 Bye  　 　 　 　 　
11 Bye  　 　 　 　 　
12 好きにさせて 手川 美奈子 山内 清美 岡田 由佳 西川 名実 吉田 さゆり 木村 智美
13 ＨＯＰＳＴＡＲ 尾藤 由美子 吉木 小百合 西浦 香織 新田 雅子 岡田 喜容子 堀地 知恵
14 Bye  　 　 　 　 　
15 Bye  　 　 　 　 　
16 笑う門には福来る 松田 希 池垣 百合 谷 麻由美 流谷 陽子 森岡 照江 米田 素子
17 ３か月でコミット 西 貴子 安藤 賀子 磯田 珠可子 上村 直子 豊田 環 山下 玲
18 Bye  　 　 　 　 　
19 ラリーモンスターズ 北浦 榮子 大森 なつよ 笠原 好美 中塚 文子 川端 ひろみ 田中 玲子
20 チーム　ゆるふわ 恩田 綾子 青木 ゆう 田中 縁 鈴木 昌美 小林 幸代 山下 幸美
21 チームＴＥＮＴＥＮ 芝田 智美 田畑 昌子 田中 有美子 長岡 智子 中野 真紀 吉田 博江
22 Bye  　 　 　 　 　
23 Bye  　 　 　 　 　
24 ＴＴＣパート１ 船井 いづみ 布袋 一美 森田 恵子 濵井 希望 立谷 雅子 河田 みちえ
25 いぬ・いの会 小野 益美 中尾 みゆき 安達 典子 中谷 尚美 藤澤 慶子 渡邉 豊恵
26 Bye  　 　 　 　 　
27 Bye  　 　 　 　 　
28 りくとくらのすけ達 金地 千賀子 根来 紀子 植田 和恵 清水 可奈子 溝口 喜代 尾上 重世
29 ごきげんよう 松波 江寸子 佐藤 紀子 山内 真由美 土岡 三智子 島田 恵 上村 美智子
30 スイングシスターズ 浜野 有紀 バロウ 妙子 城戸 美奈子 肥越 綾 塩道 靖子 山下 圭
31 Bye  　 　 　 　 　
32 ポチの会 津崎 雅子 森 サトミ 菊池 奈緒美 荒木 三千代 大成 由香 山﨑 美紀
33 フルパワー６ 久保 春美 柳川 幾美 櫻井 美紀 鈴木 生 山本 美奈子 東坂 夏子
34 Bye  　 　 　 　 　
35 ベストを尽くせ！ 玉 清美 山田 郁子 藤井 宣子 有年 日登美 小谷 真弓 嶋中 晴美
36 レベルアップップ 村脇 佳子 寺口 章子 堀 香織 川本 由美子 藤井 玲子 石原 まり子
37 プラチナハート 三谷 美紀子 甘田 宜子 山口 久美子 山本 智恵子 川島 純子 松山 ふみ
38 Bye  　 　 　 　 　
39 Bye  　 　 　 　 　
40 ゴールデンロック 押野 尚美 永島 靖恵 谷郷 美奈子 広岡 聖子 新頭 朋子 志牟田 真理子
41 甲子園淑女隊 永栄 順子 明神 賀子 中林 友恵 酒井 真由美 前田 洋子 今野 美砂江
42 Bye  　 　 　 　 　
43 Bye  　 　 　 　 　
44 ラウンドロビンズ 藤田 るみ 高松 真由美 鑑継 佐和実 大谷 真里子 芝好 綾子 有吉 登志子
45 グータッチ 高見 日登美 小林 裕子 川勝 光美 若林 幸子 藤村 百鈴 森下 圭
46 ハッピーＴＥＮ 中山 里茶 山口 仁美 正井 雪江 奥田 久美子 池田 麻紀 大澤 容子
47 Bye  　 　 　 　 　
48 ネギファイヤー 森江 知代 内野 鶴子 岩崎 京子 竹内 多香子 根木 亜希 曽谷 亜由美
49 わんぱくレンジャー 梶川 眞理子 中澤 恵子 福島 真智子 茂木 祐子 李 明代 溝口 亜紀
50 Bye  　 　 　 　 　
51 Bye  　 　 　 　 　
52 考える子ちゃん 斎藤 麻衣子 畑村 孝子 山崎 ちなみ 岡 英子 木戸 麻里奈 小松 佳南
53 楽しいのが一番！！ 大澤 美恵 田原 清美 竹内 浩美 里美 早百合 木村 和子 大橋 扶企子
54 Bye  　 　 　 　 　
55 Bye  　 　 　 　 　
56 きらきらーず 井関 純子 藤田 直子 大澤 多美子 五井 節子 太田 香織 上村 留美子
57 どＭ！ＧＯＧＯ６ 白木 美佐子 福永 奈美 水方 紀代 久保田 美鈴 中田 真智子 今峰 春美
58 Bye  　 　 　 　 　
59 Bye  　 　 　 　 　
60 キュアップ・ラパパ 藤井 玲子 山中 美穂子 竹谷 浩美 服部 恭子 福原 優子 片岡 典香
61 初老中老大老 金本 真津美 松本 明子 佐藤 景子 鶴本 恭子 小倉 景子 大今 泰子
62 楽しくわいわい 鍋谷 恵美子 林 一恵 神山 朋子 長谷川 京子 植野 啓子 池野 友美
63 Bye  　 　 　 　 　
64 がんばったらプリン 奥村 仁子 伊藤 志津 小林 明子 後藤 君代 西澤 みゆき 田中 藤美

選手名（一番左の選手がキャプテン）



№1

№2

№3-4

№3-4

かほるちゃーん

32 チキンハート再び～ かほるちゃーん 64
よろしくっち

はりきりシスターズ

30 セレブＤＥ勝負 豆柴 62
＜シード＞

31 Bye Bye 63
エースかフェンスか

28 ルピナス デイジー 60

29 ノリコにおまかせ ミスキャスト 61

26 えまちゃんず Bye 58

27 オリーブズ キン肉ＤＥ勝負 59

24 ジェネレーションズ ほっこりはん 56

25 グッジョブ ドキンちゃん 57

22 テニスの極み乙女 チーム翔 54

23 Bye Ｃｈａｔ　ｎｏｉｒ 55

20 フレッシャーズ Ｃｕｔｅ　Ｚｏｏ 52

21 ハリエッティ チカスリンダス 53

18 Bye Bye 50

19 ヘマタイト ニケ 51

16 ポコたん はりきりシスターズ 48

17 よろしくっち グルメリポーターズ 49

46

15 Bye Bye 47

14 テニスパーティ はぐはぐタイム

12 ミントガールズ ごち 44

13 ほんまでっか り・ぼーん 45

10 ＲＯＳＥＴＴＡ Bye 42

11 ボケモンＧＯ！！ Ａ２Ｂ２Ｏ２ 43

8 ひよっこ くるりんぱ 40

9 野菜生活 おそ松さん 41

6 ＡＧ１ ちゅらかーぎー 38決勝ラウンド
進出(2チーム)

7 Bye ドライブＷＡＹ 39

5 ＣａｆｅＧＲＥＥＮ チームＳ 37

2 Bye Bye 34

3 ラフメイカー

1 エースかフェンスか モブマジック

　　一般・予選ラウンド 　　太陽が丘公園テニスコート

33

4 チームりか ミルキーペコ 36

プリキュア６ 35



太陽が丘公園テニスコート
ドロー№ チーム名

1 エースかフェンスか 新見 昌子 松山 知恵子 山下 奈緒美 浅井 香織 野中 奈央 村田 美香
2 Bye  　 　 　 　 　
3 ラフメイカー 岡本 ちかげ 李 美香 野村 俊香 西山 優子 豊原 知佳子 蔭山 玲子
4 チームりか 今井 里香 八木 圭子 奥田 智砂 高津 文子 藤田 暁子 塩瀬 由紀
5 ＣａｆｅＧＲＥＥＮ 今西 いづみ 太田 美樹 四宮 華子 横山 由美子 三宅 幹子 玉村 美紀
6 ＡＧ１ 杉浦 幸子 杉本 聡恵 足利 康子 高田 美紀 尾崎 照子 内山 洋美
7 Bye  　 　 　 　 　
8 ひよっこ 平野 千晶 加藤 みゆき 叶丸 利恵子 南 久美 三浦 未帆 室矢 佳子
9 野菜生活 谷合 浩子 澤井 卓子 松木 薫 清水 恵美 中野 房江 西山 淑子
10 ＲＯＳＥＴＴＡ 中谷 和美 福西 衣穂子 坂口 陽子 藤川 カヅエ 下之薗 真由美 乾 まさよ
11 ボケモンＧＯ！！ 岩元 育子 佐藤 真理子 越田 京子 木全 眞弓 増井 誠子 竹村 佐和子
12 ミントガールズ 菅野 照代 竹本 芳永 野田 裕子 大坂 知子 石田 信恵 北川 美季
13 ほんまでっか 井本 一子 宮本 恵美子 五十野 美枝子 竹部 万里 岡本 佳子 羽間 純江
14 テニスパーティ 佐藤 泉 新名 祐子 久保田 香織 宮本 いづみ 呉竹 麻美子 太田 三代
15 Bye  　 　 　 　 　
16 ポコたん 新谷 清美 小倉 たみ枝 中島 宏美 米谷 眞知子 進藤 尚美 多田 仁美
17 よろしくっち 田里 千佳子 村尾 直子 宮本 裕子 今西　明美 堤 千秋 清瀬 緑
18 Bye  　 　 　 　 　
19 ヘマタイト 南島 慶維 中森 三智子 西村 京子 安田 孝江 湧田 裕子 中村 明美
20 フレッシャーズ 岩本 文美恵 浅田 範子 依田 恵子 岩田 育代 黒川 久美子 田本 敦子
21 ハリエッティ 坂田 京世 段下 敦子 田中 隆子 柴田 知子 江藤 洋子 佐藤 有子
22 テニスの極み乙女 高橋 由佳 岩崎 順子 小椋 純子 福本 麻美 島津 幸枝 辻 佐起子
23 Bye  　 　 　 　 　
24 ジェネレーションズ 千原 美紀 勝山 久代 川島 美香 長西 葉子 川勝 麻衣子 野村 美樹
25 グッジョブ 辻本 薫 綿民 英子 古川 多恵子 田中 晴美 赤井 恵美 河合 淳子
26 えまちゃんず 中川 まゆみ 村山 真砂子 村井 佳子 神保 峯子 安田 弘子 吉田 教子
27 オリーブズ 西島 志奈子 水間 律子 渋谷 まゆみ 田中 三枝 折原 正子 榎本 妙子
28 ルピナス 西村 佳代子 阿比留 さゆり 梶山 あけみ 上坂 尚子 坂井 佳永 藤原 美由紀
29 ノリコにおまかせ 西村 栄美 山田 早和子 吉井 直子 上村 野梨子 登田 浄子 谷尾 薫
30 セレブＤＥ勝負 多田 久実子 木村 恵 和中 優子 佐脇 瑞恵 葉山 波 田辺 万里子
31 Bye  　 　 　 　 　
32 チキンハート再び～ 小粥 初美 宇根 房代 岩村 裕美 馬渕 幸代 本田 範子 山本 佳世
33 モブマジック 岡山 智恵子 池永 優子 木村 真裕美 野村 早苗 井上 香穂 西岡 かおり
34 Bye  　 　 　 　 　
35 プリキュア６ 道本 由紀子 吉田 眞弓 中村 京子 平良 多恵子 石井 美佐登 丸尾 恵美子
36 ミルキーペコ 小松 純子 太田 朋子 野名 ひろみ 有本 充容 上田 小緒里 米澤 淳子
37 チームＳ 浪花 順子 林 秀子 稲垣 寿美子 角田 慶子 森川 初子 溝口 静代
38 ちゅらかーぎー 谷岡 敦子 久留 知里 今村 真理子 田中 昭子 山羽 真由美 塚本 邦子
39 ドライブＷＡＹ 楠見 真澄 武岡 幸子 田中 直美 三浦 里香 近藤 春奈 小町 留美
40 くるりんぱ 小川 陽子 藤原 泰子 永松 貴子 四方 麻矢 片山 奈恵 松尾 光
41 おそ松さん 宮本 明子 下淵 千恵 南野 希句代 上田 昭子 笠原 朋美 西村 絹子
42 Bye  　 　 　 　 　
43 Ａ２Ｂ２Ｏ２ 出口 良子 中西 佳奈美 石丸 清子 鍛治 明子 小物谷 雪子 鳴瀬 由佳
44 ごち 水野 百合子 松井 純子 山口 尚代 中村 宏枝 彦惣 美佐子 吉野 紀子
45 り・ぼーん 清水 博美 加藤 順子 林 美鏡 中根 千寿子 奥村 万枝里 森 泰代
46 はぐはぐタイム 中村 祐子 上田 京子 野中 よし美 奥田 尚子 杉村 久美 奥田 有美
47 Bye  　 　 　 　 　
48 はりきりシスターズ 井川 禎恵 有馬 正代 田中 正栄 中村 早映子 松本 亜由美 杉本 まゆみ
49 グルメリポーターズ 北岡 弓子 田中 美佳 佐野 千夏 中山 恵 西浦 睦 牟田 靖子
50 Bye  　 　 　 　 　
51 ニケ 伊田 泰代 井上 万弓 藤木 順子 杉岡 弘子 津田 美恵 山口 美恵
52 Ｃｕｔｅ　Ｚｏｏ 伊阪 久代 下村 由美 茂木 久美 松葉 陽子 阪口 晴代 草川 美子
53 チカスリンダス 山上 真見 山本 成美 西木 一枝 朝山 政美 西村 八州子 大倉 真美
54 チーム翔 杉田 律子 泉谷 綾子 角南 文子 奥野 香澄 神田 容子 雲川 早苗
55 Ｃｈａｔ　ｎｏｉｒ 松尾 知枝 永島 奈美代 徳 ひとみ 梶塚 美葉留 長崎 美代子 中川 桂子
56 ほっこりはん 阪口 由美子 小寺 由紀子 樋野 正美 石原 美嘉 相澤 理香 森田 美奈
57 ドキンちゃん 北村 早苗 伊勢戸 淳子 須甲 登記子 宮永 浩子 水谷 祥子 高橋 由貴子
58 Bye  　 　 　 　 　
59 キン肉ＤＥ勝負 村井 美穂子 澤田 朱美 上部 陽子 渡邉 智恵子 山本 晃子 永岡 三紀子
60 デイジー 藪田 真理子 足立 眞弓 メ田 博子 中村 知詠子 宮田 由美 森 恵子
61 ミスキャスト 椛島 千恵美 中村 美保 畑下 貴子 倉嶋 久実 加地 綾子 山本 房子
62 豆柴 南方 亜希 冨浪 美和 高橋 理恵 矢田部 潤子 藤井 史織 本多 起実子
63 Bye  　 　 　 　 　
64 かほるちゃーん 上内 真琴 金沢 かほる 大塚 加代 佐田 まどか 米田 美保子 山下 奈美子

選手名（一番左の選手がキャプテン）


