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会　場：地域文化広場（予備日：柳川瀬公園）

NO チーム名 １ ２ ３ ４ ５ ６ 順位
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チームNKN

UGチャレンジ

Domy Friends

黒仙人井口年輩と腹黒仲間達

TEAM MITSUAMI

正月太りを解消しにきました！B

会　場：井上公園（予備日：柳川瀬公園）

NO チーム名 １ ２ ３ ４ ５ 順位

１ パスティチオ

２ 大塚道場

３ プレジデント

４ 親子か？

５ 正月太りを解消しにきました！

会　場：高岡公園体育館

NO チーム名 １ ２ ３ ４ ５ 順位

１ WILD JOKER　KING

２ ファーストステップ

３ supersonics+

４ Ravissant

５ ストロベリータルト

会　場：平戸橋いこいの広場

NO チーム名 １ ２ ３ ４ ５ 順位

１ WILD JOKER　QUEEN

２ 和ちゃん&フレンズ

３ ニデック

４ 浅井の弱点はジョコビッチのヒゲ

５ ラッチと愉快な仲間達

会　場：加茂川公園

NO チーム名 １ ２ ３ ４ ５ 順位

１ 族ファーストステップ

２ ヴィレッジヒルズ

３ ＃ＹＹ

４ マロンズ

５ リバースストーン

勝敗

NEW YEAR テニスマッチ（混成チーム対抗戦）

1月10日
[ Ａブロック ]

勝敗

[ Ｂブロック ]

[ Eブロック ]

勝敗

[ Ｃブロック ]

[ Ｄブロック ]

勝敗

勝敗

当日抽選



2021年度

 NEW YEAR テニスマッチ（混成チーム対抗戦）

会場 ： 地域文化広場（予備日：柳川瀬公園）

ブロック チーム名 代表者

1 チームNKN 原田 隆晴 原田 隆晴 中根 伸也 二宮 憲一 藤原 千恵子 大橋 愛子 鶴田 久美子

牧内 裕治 長澤 伸治 池野 智 澤 聖健 滝口 智之 其田 智子

浦 直子 太田 敦子 石倉 洋子 太田 洋祐

3 Domy Friends 富田 賢二 富田 賢二 後藤 彰太 大脇 敬治 大脇 千登世 村山 由美子 松井 友佳子

井口 康子 水野 通利 塚本 卓美 安立 和正 近藤 高史 車谷 賢司

石垣 可睦 加藤 佳奈子 栗田 ゆき枝 文田 秀子

5 TEAM MITSUAMI 柴田 東八 柴田 東八 関 純一朗 山本 智士 野田 美樹 渡辺 幸子 日下部 琴音

6 正月太りを解消しにきました！B 青山 恵子 青山 恵子 冨田 一行 平松 良成 岩成 洋平 小渡 ちなみ 吉見 裕子

会場 ： 井上公園（予備日：柳川瀬公園）

ブロック チーム名 代表者

足立 和繁 入山 和也 新美 裕幸 淀川 聡 礒貝 ひろみ 中谷 由香子

日高 純子

2 大塚道場 平野 隆之 平野 隆之 山田 惇貴 片岡 雅年 齋藤 薫 朝岡 真規子 梶原 美沙

3 プレジデント 後藤 一博 後藤 一博 山本 功一 森本 常二 横前 久恵 水野 純子 藤村 眞理子

4 親子か？ 西澤 美奈子 西澤 美奈子 井上 一也 犬飼 陽子 藤田 都花沙 村上 聡哉 下ノ本 孝之

5 正月太りを解消しにきました！ 川口 綾 川口 綾 宮本 司 森 大樹 菅原 卓也 山本 千佳 寺田 ひとみ

会場 ： 高岡公園体育館

ブロック チーム名 代表者

1 WILD JOKER　KING 小林 清成 小林 清成 白山 敬祐 西田 智哉 竹田 晶子 安井 彩華 森 結衣

2 ファーストステップ 桑山 勝広 桑山 勝広 権田 朋子 朝岡 洋 平山 文子 大久保 美紀 塚本 吉男

3 supersonics+ 寺下 愛 寺下 愛 近藤 秀昭 宇佐美 道生 梶野 哲史 加藤 真里 清水 友理

岡本 康一 本多 光晴 田村 光晴 松木平 恵美 神谷 久美子 仙崎 史枝

江坂 直美

5 ストロベリータルト 稲垣 貴俊 稲垣 貴俊 酒井 勝久 渡辺 敦史 川合 綾子 森野 淳子 岡田 直子

会場 ： 平戸橋いこいの広場

ブロック チーム名 代表者

1 WILD JOKER　QUEEN 坂江 京子 坂江 京子 長谷川 優 中村 恒 上田 恭平 上田 萌 梅田 万里子

橋本 和奈 今枝 正継 伊藤 祥子 岩月 菜穂子 勝又 弘美 橋本 永和

林 和宏 松井 克貴 松村 晃一

3 ニデック 山田 毅 山田 毅 菊池 勇斗 柴田 準也 滝井 美紀 内田 葉月 青木 美喜子

真野 裕志 浅井 さつき 大西 裕子 小松 真佐子 井波 琴美 田辺 賢作

内匠 正治 瀧 恵一朗

深見 浩史 奥田 幸一 廣田 和幸 田森 雄治 平田 佳代 高須 聡美

栗脇 文絵

会場 ： 加茂川公園

ブロック チーム名 代表者

1 族ファーストステップ 栗本 文勝 栗本 文勝 藤谷 浩司 國島 聖一 前島 昌代 富永 有里 木村 由布子

2 ヴィレッジヒルズ 杉野 正幸 杉野 正幸 村岡 甚治 倉橋 伸郎 倉橋 悦子 駒水 里美 山中 千恵美

3 ＃ＹＹ 青井 陽子 青井 陽子 松村 美帆 西澤 恭子 大川 優弥 石井 仁 戸田 健太郎

村田 和子 北川 大輔 薮上 あづさ 山本 勲 山本 啓子 宮治 誠

葛岡 静 杉浦 純

5 リバースストーン 石川 知子 石川 知子 石川 英紀 大橋 了輔 石川 裕貴 吉野 佑美 福井 早紀

メンバー

メンバー

メンバー

メンバー

A

2 UGチャレンジ 牧内 裕治

4 黒仙人井口年輩と腹黒仲間達 井口 康子

1 パスティチオ 足立 和繁

B

E

4 マロンズ 村田 和子

D

2 和ちゃん&フレンズ 橋本 和奈

4 浅井の弱点はジョコビッチのヒゲ 真野 裕志

C

4 Ravissant 岡本 康一

メンバー

5 ラッチと愉快な仲間達 深見 浩史


