
京滋 会場

エントリーチーム一覧

№ チーム名 メンバー

1      
有吉 正浩 石原 正信 吉田 雅幸

有吉 登志子 芝好 綾子 佐古 真理

2 安永  
吉田 晴彦 栢本 洋 武平 黎造

山下 綾子 佃 真利子 北田 明子 栢本 佳子

3     
藤森 孝一 岡本 裕貴 森城 友弥

赤股 裕子 木下 典子 木平 真利奈

4       
金澤 秀史 中川 裕司 丹下 和人

寺師 梓 丹下 優子 和中 朋子

5 Ｍ野高校OBとその仲間たち
赤城 正俊 今井 進太郎 上谷 尚人 中川 晴紀

虫賀 友美 池西 葵 永田 明日香

6 ツータンカメン
八幡 泰樹 神谷 幸裕 黒田 翔太 今西 啓太

竹尾 朋永 八木 文香 八幡 美佐保 小澤 麻里子

7       
田中 康一 松岡 剛 西村 尚彦 熊谷 光訓

西村 徳子 調 則子 熊谷 美穂 田中 三加

8     快
高橋 快 澤井 壽士 澤井 正人

嶋 晴菜 五百井 麻貴 鳥居 里咲

9     
澤井    大越     本倉 一也 荒堀     

中川 麻衣 貝塚   福島   林    

10         
佐藤 彰 高木 鐘一 松田 光弘

増田 志 江 向 正枝 松田 敬子

11        
大橋 光政 奥西 徹 小坂 卓

小町 留美 松本 亜季 辺見 明子

12              様 為  
右近 貴志 今河 亮 二塚 裕介 野田 圭吾

鈴木 貴子 藤井    乾野    慶山 祐子

13 ＰＡＴＩＮＡ
安田 大介 太田 幸司 田内 孝宣

安田 好枝 北川 円香 梅森 直美

14 チーム ＳＫＯ
飛鷹 強志 村上 卓 岡田 真樹

太田 恵莉 貝原 碧 井上 春奈

15 奥西保育園   
北村 祐一 花岡 亮志 澤田 圭太

花岡 真夕 福井 香名 青木    

16 チーム 高木
田村 仁道 澤村 壮 馬場 敏史

吉野 寿美 真島 里佳 浅田 花梨

17 ＨＡＮＡ
金村 滋 木村 茂籠 敏志

金村 弓美恵 金村    澤田    

18 ☆プリンス＆プリンセス
森 昭博 谷奥 学 木村 裕司

森 湖乙 西川 雅子 金星 千里
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 順位別トーナメント  

 位トーナメント
     

ツータンカメン

チーム  高木 6-0/6-0
6-1/7-5

ANGEL TAKASHI様の為に 1-6/6-3/6-3

       

クマモン
4-6/6-3/6-1

チーム     

2位      
     

 野高校OBとその仲間たち

安永  
6-2/6-5

6-1/6-3

アップセット 6-0/6-4/6-3

奥西保育園   6-3/0-6/6-1

 ちゃん ’S 6-2/6-4

チーム  快

3位トーナメント
     

 プリンス プリンセス

      
6-2/2-6/6-0

6-2/6-5

はこだて 3-6/6-3/6-0

Red's 6-4/6-5

    
6-2/1-6/6-1

        


