
2016 ミストラル トリプルス出場者名簿 

N0 チーム名 地域 選   手   名 ブロック

１ チーム 加藤 埼玉・愛知・兵庫 加藤 英男 服部 鈴男 祐村 眞介  

２ ポコにゃん 長野県 片桐 敏郎 畠中 恒夫 今村 治雄  

３ Ｎｉｖｅａｕ９・５ 愛知県 武田 健男 吉岡 義春 岡 良秀  

４ ひまわり 愛知県 平野 智保 宮崎 征子 松谷 ムツミ  

５ 清  須 愛知県 原 克子 大橋 宏史 平野 勝子  

６ 三河フレンズ 愛知県 石川 恵子 藤原 賢治 窪野 弘志  

７ ｈａｚｕみんぐ 貴 愛知県 黒部 理恵子 岩瀬 貴之 斉藤 明広  

８ ｈａｚｕみんぐ 覚 愛知県 黒部 覚 岩井 禧枝 稲垣 啓一  

９ ブルーみえ 三重県 松田 浩一 伊藤 卓 山下 正義  

10 ラパン 京都府 岡本 実 村岸 麻佐子 鵜川 智一  

11 ボンヌ ・ジュルネ 京都・岡山・大阪 角田 俊彦 吉延 則友 西根 由紀子  

12 ル・コック 京都・岡山 山口 茂 加藤 春沖 山口 照子  

13 ヴィオレ 京都・大阪 川邊 正人 寺中 照代 小林 常男  

14 華  嫁 京都府 岡部 久代 廣瀬 道代 堅田 桂子  

15 チーム植柳 京都府 太田 栄一 長谷川 寛 長谷川 久代  

16 出水・グランプリ 京都府 田中 米二 山田 与志美 働 勇次  

17 ＢＳ東山 五山 京都府 小野田 泓 磯部 弘一 磯部 洋子  

18 鴨丸 ゆりかもめ 京都府 白石 昌美 伊藤 幸蔵 西村 忠雄  

19 京都サプライズＮＨＫ 京都府 葛原 宏三 二宮 俊夫 廣瀬 正彦  

20 京・洛中 京都府 八田 恵美子 楠原 弘子 安田 恵子  

21 京都嵯峨ホワイト 京都府 竹村 志郎 菅 祥子 村田 幸子  

22 中立ミックス 京都府 大西 征男 花登 亮吉 西田 幸晴  

23 チーム鷹 京都府 田中 利和 高木 優 長谷川 信子  

24 桃薗 Ｔ 京都府 織田 正一 安田 守慶 織田 良子  

25 鴨丸 ＫＹＭ 京都府 宗時 公子 北尾 和正 八木 高義  

26 京都鴨川トップスター 京都府 安居 早苗 藤井 眞一 松本 治  

27 Ｂｉｊｏｕｘ Ｆ.Ｓ.Ｓ 京都府 福井 啓一 杉本 正尚 杉本 有作  

28 Ｂｉｊｏｕｘ Ｏ.Ｔ.Ｏ 京都府 奥村 洋史 田畑 益子 奥村 博美  

29 キング嵐山 京都府 北川 勇三 平井 悦夫 川瀬 敏雄  

30 Ｋ･Ｓ･Ｔ嵐山 京都府 北川 弘美 清水 千代子 富永 勝治  

31 チーム ＭＹＭ 京都府 村上 賢治 松本 秀和 矢田 豊幸  

32 松  陽 京都府 長 親司 西田 勇 中野 隆  

33 竹の里スターズ 京都府 大根 強 公手 進 中島 和夫  

34 宇多野ＰＣ 京都府 村田 恵一 吉岡 正道 中山 仁伺  

35 城巽 シーザー 京都府 鈴木 和弥 村井 盛好 佐野 ひろみ  

36 ダッシュ･Ｖ 熊 京都府 前田 雍子 熊谷 勝 辻 早美  

37 ＨｉＧ 城陽－１ 京都府 奥田 修 雀部 明 田中 逸郎  

38 ボナミ京都 京都府 丹野 幸治 検学 支津恵 佐藤 章  

39 長岡京高台 京都府 池田 富士子 四宮 芳太郎 四宮 タケ子  

40 ピュアー長岡京（梅) 京都府 小畠 真佐子 橋本 幸子 朝子 紀子  

41 丹ペタ 小町 京都府 家原 寛昌 家原 綾乃 藤村 泰子  

42 高槻はにたん Ｂ 大阪府 石賀 康子 塚本 冏子 奈良平 秀夫  

43 高槻フェニックス 大阪府 福井 文厚 深川 美智恵 福井 悦子  

44 高槻すずらん 大阪府 前田 陽子 大戸 智代 前田 正一  



N0 チーム名 地域 選   手   名 ブロック

45 ＣＩＰＯ ブースカ 大阪府 宮崎 哲一 福永 健司 横谷 剛  

46 千絵三 兵庫・京都 大島 千都世 池田 絵梨子 岡本 三津子  

47 ＣＡＰ ピコ 兵庫・大阪 若林 喜男 鵜飼 樹 橋本 繁明  

48 ＣＡＰ 兵庫県 若林 敬子 若林 塑宇太 武田 晃  

49 チーム片山 兵庫・愛知 松永 みゆき 片山 鈴子 阪本 哲  

50 ＴＲＩＰＬＥＴ 兵庫県 Ｐ.Ｂｕｒｇｏｓ Ｊ.Ｂ.Ｆａｕｖｅｌ 石上 祥子  

51 潮美台 ターザン 京都・兵庫 高川 欣士 高川 和江 高屋 滋  

52 潮美台 Ｙ･Ｋ･Ｙ 兵庫県 山口 幸雄 小林久美子 山口 三紀子  

53 神戸 風見鶏 兵庫県 大石 勇 神野 正明 田中 稔  

54 まほろば 奈良県 逸﨑 保 亀井 芳子 城守 富蔵  

55 生駒 Å 奈良県 岡村 務 北野 京子 落河 幸盛  

56 生駒 Ｂ 奈良県 中村 洋一 貝原 秀彦 森田 昌子  

57 いいとも 岡山県 明石 幸生 中村 孝子 明石 一二三  

58 チームＭＥＧ 岡山県 丸尾 恒夫 江國 静枝 銀羽 栄子  

59 ボンジュールＭＯＵ 岡山県 大橋 秀輝 松本 稔 上本 泰子  

60 ナチューレ 岡山県 上平 賢三 渋谷 悟 上平 正子  

61 笠岡クラブ 岡山県 髙田 常夫 石井 三男 高見 紀満子  

62 岡山・山本 Ｆ 岡山県 山本 篤 山本 和江 山本 尚史  

63 備前クラブＨＯＫ 岡山県 早瀬 美穂 奥西 郁枝 景浦 実穂  

64 備前クラブＩＵＴ 岡山県 井上 隆治 魚森 俊司 津田 勝利  

65 備前クラブＴＹＴ 岡山県 坪本 義裕 吉野 英樹 武元 勝典  

66 リマース 徳島県 杉田 裕美 谷岡 道雄 森本 節子  

67 クリア 徳島県 北岡 良彦 杉田 君子 粟飯原 和子  

68 どないや 京都府 木崎 一宏 坂 幸宣 木崎 泰子  

2016 ミストラル ダブルス出場者名簿 

N0 チーム名 地域 選   手   名 ブロック

１ オホーツク ミント 北海道 村上 英樹 村上 幸江  

２ ピエタンケ 北海道 堀田 和信 堀田 七三子  

３ 埼玉深谷 埼玉県  森 信介 森 恵美子  

４ 埼玉 くすの木 Ａ 埼玉県 井上 まち子 今泉 君子  

５ 埼玉 くすの木 Ｂ 埼玉県 佐々木 久子 綾部 栄子  

６ 埼玉 くすの木 Ｃ 埼玉県 泉 忠明 泉 恵美子  

７ Ｔａｋｅ ５ 埼玉県 柳澤 直利 柳澤 恵子  

８ ワイルドカード 東京都 伊藤 広治 水本 敏之  

９ ミッシェル 同好会 東京都 高橋 洋介 岡崎 丹子  

10 ベアーズ 神奈川県 熊坂 友治 熊坂 明美  

11 にやんこ 長野県 畠中 昭男 畠中 則子  

12 チーム にしき 岐阜県 服部 妙生 長岡 弘恵  

13 チーム 矢井 岐阜県 矢井 隆 山田 せき子  

14 チーム 市原 岐阜県 市原 英治 平田 文子  

15 サボテン 愛知県 古野 博之 古野 信子  

16 ＨＡＺＵみんぐ 幸 愛知県 石川 眞也 小林 幸子  

17 ＨＡＺＵみんぐ 星 愛知県 星野 崇嘉 前田 貴範  

18 名張リンリン 三重県 林 秀晃 林 久美子  

19 マンデーズ Ａ 三重県 田村 則子 鳥山 澄子  



N0 チーム名 地域 選   手   名 ブロック

20 マンデーズ Ｂ 三重県 野田 能子 後藤 正幸  

21 ルージュ みえ 三重県 坂浦 亜矢子 長合 景子  

22 丹ペタ．ピース 京都府 中西 喜作 岩城 弘子  

23 みわ ＯＭ 京都府 西岡 まゆみ 大槻 昭則  

24 丹波みわ 京都府 西岡 隆 石川 篤  

25 丹ペタ 京たんご 京都府 尾畑 與市 岡本 芳子  

26 福知山ききょう 京都府 斉藤 久栄 山本 正和  

27 ふじばかま 京都府 芦田 成子 松本 吟子  

28 布  刈 京都府 松原 隆 松原 敏  

29 ＨｉＧ 城陽－Ａ 京都府 舩越 進 姫野 照子  

30 長岡京（松） 京都府 久保 幸子 星 孝  

31 城陽ＰＥＣ ゼブラ 京都府 水田 幸恵 鈴木 英夫  

32 城陽ＰＥＣ ロビン 京都府 後田 幸志 後田 真弓  

33 ＦＬＡＭＢＥＡＵ 京都・岡山 古川 茂雄 近藤 紀孝  

34 京アン 京都・和歌山 高屋 トシコ 名畑 薫  

35 ボ・ヌール 京都府 橋本 久男 近藤 透  

36 バンブ 京都府 中村 利彦 中村 信子  

37 ヴァルゴ 京都府 南川 良四郎 南川 美智子  

38 植柳 クラッシャーズ 京都府 松本 直通 河本 正樹  

39 Ｙｅａｒｎ 京都府 上田 恭弘 上田 妙子  

40 出水・ドリーム 京都府 松見 安宏 野崎 裕生  

41 ＢＳ東山 涼風 京都府 菅浪 健 菅浪 順子  

42 乾・下八 京都府 西田 修 西田 咲代  

43 南十字星 京都府 上羽 健史 井口 理砂  

44 すずめ 京都府 福留 郁美 伊藤 武雄  

45 チーム ｎ＆ｍ 京都府 中西 幹雄 前田 公美  

46 都てふてふ 京都府 小谷 賢了 吉川 次郎  

47 中立エース 京都府 土井 展 橋本 明子  

48 中立ガールズ 京都府 市川 智子 田中 治子  

49 中立一条 京都府 粂 義一 辻井 啓三郎  

50 ＺＥＲＯ 京都府 小西 敏 小坂 眞太郎  

52 桃薗 Ｄ 京都府 小川 健次 富永 保夫  

53 ＢＩＪＯＵＸ Ｕ.Ｍ 京都府 浦島 治之 松田 香保里  

54 ＢＩＪＯＵＸ Ｆ.Ｆ 京都府 藤井 英司 藤井 加代子  

55 ＢＳ東山 かも川 京都府 豊田 正夫 西村 好子  

56 ダッシュ･Ｖ 清水 京都府 清水 三雄 木村 くみ子  

57 京都嵯峨フィル 京都府 奥村 猛 斎藤 照美  

58 常盤 フェニックス 京都府 谷口 宮子 井田 美恵子  

59 常盤仲よし 京都府 馬渕 美恵 広橋 エツ子  

60 パルプンテ 大阪府 坂上 義満 坂上 妙子  

61 松原そよかぜ 大阪府 竹之内 早苗 鼻町 寛治  

62 松原とんぼ 大阪府 小坂 るみ子 田中 知子  

63 かくれんぼ 大阪府 藪野 嘉寿雄 田村 実  

64 高槻松が丘 Ａ 大阪府 木田 俊一 梅本 義博  

65 高槻松が丘 Ｂ 大阪府 河原 宣夫 島 アキ子  

66 高槻はにたん Ａ 大阪府 山根 政子 矢野 明  
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67 箕面・茨木 大阪府 吉井 由美子 西川 正子  

68 松原タラリン 大阪府 田村 京子 大熊 康之  

69 松原ジュゴン 大阪府 平井 傳子 戸田 千枝子  

70 とよの 大阪府 竹田 登喜勇 竹田 鶴子  

71 シャロン ジェール 大阪府 北森 雅夫 小林 吉成  

72 ホワイト ベアーズ 大阪府 塩崎 彰彦 有川 勝恵  

73 松原良馬 大阪府 坂本 学二 木原 淳吉  

74 風来坊 兵庫県 谷口 和生 谷口 美恵子  

75 ル・マタン 兵庫県 朝田 節子 柴森 厚一郎  

76 あさひ 兵庫県 山口 朝徳 山口 久子  

77 ネヴァー 兵庫県 三木 五郎 田原 恭二  

78 プレイボーイ 兵庫県 新村 雄一 田中 克昌  

79 ポコポコ 兵庫県 山平 広行 山平 敦子  

80 潮美台 ラム＆ミカ 兵庫県 村上 洋一 村上 順子  

81 潮美台 アタック 兵庫県 庄田 晴幸 高見 善弘  

82 ＡＷＡＺＩ みかん 兵庫県 西谷 信昭 西谷 洋子  

83 チーム ＨＩＲＯ 兵庫・大阪 大田 学 廣野 文代  

84 生駒 Ｃ 奈良県 柿本 修 八木 和昭  

85 生駒 Ｄ 奈良県 吉田 功 吉田 貢  

86 生駒 Ｅ 奈良県 杉原 眞 土田 みち子  

87 生駒 Ｆ 奈良県 谷口 正人 谷口 智子  

88 木の国 Ｋ･Ｙ 和歌山県 吉田 道行 木村 明美  

89 ええ和っしょ 和歌山県 豊嶋 明宏 織田 美知子  

90 キュート 和歌山 和歌山県 本松 勢津子 前田 日出男  

91 リベロ和歌山 和歌山県 西井 賢一 谷口 忠良  

92 スマイルあかり 和歌山県 髙木 道代 水 多美子  

93 和歌山 Ｍ･Ｏ 和歌山県 村山 孝文 音無 孝夫  

94 名和カロー 鳥取県 仲川 操 法橋 登志子  

95 浜村クラブ 鳥取県 石田 世利子 山根 美代子  

96 メビウス 島根県 中村 哲也 中村 敬子  

97 チームＭａｏ 島根県 新宅 栄 田中 登志子  

98 倉敷 藤花 岡山県 猪木 克太 木下 あけみ  

99 きずな 岡山県 岩谷 時子 岡本 貴子  

100 チーム Ｗ・Ｋ 岡山県 黒田 浩子 片山 鈴子  

101 さわやか Ｎ・Ｓ 岡山県 難波 良紀 下川 みつ子  

102 備前クラブ ＮＳ 岡山県 中村 忠之 渋谷 信明  

103 高知 アクール 高知県 中島 良人 小野 香代  

 


