
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 カタクリ 埼玉・愛知・兵庫 加藤 英男 服部 鈴男 祐村 眞介  

２ ミニヨン 東京・長野  佐藤 幸子 前原 久美 畠中 則子  

３ ドウス 長野県 畑中 昭男 今村 治雄 伊原 真作  

４ チーム にしき 岐阜・兵庫 服部 妙生 山口朝 徳 長岡 弘恵  

５ チーム 市原 岐阜県 市原 英治 矢井 隆 山田 せき子  

６ 愛知・ひまわり 愛知県 平野 智保 久木田 盛貞 平野 勝子  

７ 高千穂 愛知県 松村 育一 鏡味 はつ子 鏡味 尚子  

８ 花しょうぶ 愛知県 若林 由紀子 宮崎 征子 松谷 ムツミ  

９ Ｎｉｖｅａｕ９.５ 愛知県 武田 健男 吉岡 義春 高橋 直人  

10 Ｋと愉快な仲間たち 愛知県 石川 眞也 岩瀬 貴之 石川 恵子  

11 このみ 愛知県 藤原 賢治 岡本 章良 高木 節子  

12 ルージュみえ 三重県 坂浦 亜矢子 堀川ゆみ子 長合 景子  

13 松原とんぼ 大阪府 小坂 るみ子 鼻町 寛治 田中 知子  

14 松原チャチャチャ 大阪府 平井 傳子 大熊 康之 田村 京子  

15 高槻はにたん  大阪府 山根 政子 石賀 康子 中村聰子  

16 高槻すずらん 大阪府 前田 陽子 大戸 智代 前田 正一  

17 高槻フェニックス 大阪府 福井 文厚 福井 悦子 深川 美智恵  

18 ＣＩＰＯ ブースカ 大阪府 宮崎 哲一 福永 健司 岩瀬 佳之  

19 ＣＩＰＯ エレキング 大阪府 巽 一美 吉田 圭子 伊佐 章一  

20 千絵三 兵庫・京都 大島 千都世 池田 絵梨子 岡本 三津子  

21 フレンドリー 兵庫・愛知 祐村 みゆき 片山 鈴子 山口 淑子  

22 プレイボーイ 兵庫県 新村 雄一 山平 広行 田中 克昌  

23 潮美台 ターザン 兵庫・千葉 高川 欣士 高川 和江 三橋 勉  

24 潮美台 クミラム 兵庫県 小林 久美子 村上 洋一 村上 順子  

25 みやび 奈良県 逸﨑 保 亀井 芳子 荒井 栄一  

26 生駒 Ａ 奈良県 岡村 務 北野 京子 落河 幸盛  

27 オクトノーツ 和歌山県 西井 賢一 岡本 晃記 西井 憲江  

28 スマイルあかり 和歌山県 髙木 道代 水 多美子 工藤 豊  

29 和歌山アカデミー 和歌山県 西谷 雅夫 吉田 道行 高井 由紀夫  

30 Ｂｊｚ 岡山・京都 江國 静枝 近藤 紀孝 古川 茂雄  

31 ナチュレ・ＵＴＵ 岡山県 上平 賢三 田辺 厚生 上平 正子  

32 備前クラブＴＳＴ 岡山県 坪本 義裕 渋谷 信明 津田 勝利  

33 備前クラブＨＯＳ 岡山県 早瀬 美穂 奥西 郁枝 塩満美佐代  

34 岡山・山本 Ｆ 岡山県 山本 篤 山本 尚史 山本 和江  

35 さわやかＮＴＳ 岡山県 難波 良紀 下川 みつ子 高見 紀満子  

36 クリア 徳島県 北岡 良彦 杉田 君子 粟飯原 和子  

37 リマース 徳島県 杉田 裕美 谷岡 道雄 森本 節子  

38 ボヌール 京都府 後田 幸志 後田 真弓 白石 昌美  

39 ボンヌ ・ジュルネ 京都府 角田 俊彦 佐野 ひろみ 村岸 麻佐子  

40 常盤 フェニックス 京都府 谷口 宮子 広橋 エツ子 馬渕 美恵  

41 サプライズ ＮＦＫ 京都府 二宮 俊夫 葛原 宏三 藤井 英司  

42 乾・洛中 京都府 折戸 節子 八田 恵美子 竹村 志郎  

43 乾・サンダーズ 京都府 西田 修 西田 咲代 安田 恵子  

44 遊友 京都・兵庫 高屋 滋 若林 喜男 鵜飼 樹  
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45 ジュピター 京都・和歌山・千葉 高屋 トシコ 名畑 薫 友野 憲子  

46 丹ペタ 小町 京都府 家原 寛昌 家原 綾乃 藤村 泰子  

47 ル・コック 京都府 山口 茂 加藤 春沖 山口 照子  

48 長岡京.Ａ.Ｓ.Ｓ 京都府 佐藤 章 朝子 紀子 澤田 たづ子  

49 ライオン丸 京都府 検学 支津恵 小畠 真佐子 丹野 幸治  

50 パンダさん 京都府 橋本 幸子 原田 勝 久保 幸子  

51 Ｂｉｊｏｕｘ ＳＯＯ 京都府 杉本 正尚 奥村 洋史 奥村 博美  

52 Ｂｉｊｏｕｘ ＦＵＴ 京都府 福井 啓一 浦島 治行 松田 香保里  

53 チーム 天和 京都府 村上 賢治 松本 秀和 岡本 実  

54 出水・ドリーム 京都府 松見 安宏 野崎 裕生 松見 すが子  

55 ＢＳ東山 かも川 京都府 豊田 正夫 西村 好子 小野田 泓  

56 桃薗  京都府 織田 正一 安田 守慶 富永 保夫  

57 サンパ 京都府 鈴木 英夫 岡山 義治 水田 幸恵  

58 福知山オーディン 京都府 橋本 政三 渡辺 宗市 石川 篤  

59 京都嵯峨 京都府 奥村 猛 橋本 克司 菅 祥子  

60 城巽 シーザー 京都府 鈴木 和弥 村井 盛好 廣瀬 道代  

61 ＨｉＧ 城陽-１ 京都府 奥田 修 船越 進 田中 逸郎  

ダブルス出場者名簿 

N0 チーム名 地域 選   手   名 ブロック 

１ 群馬スバル 群馬県 落合 幸矢 岡部 弘  

２ 埼玉てくてく 埼玉県  森 信介 森 恵美子  

３ 埼京ミックス 埼玉・京都 井上 まち子 大江 康照  

４ 埼玉カトレア 埼玉県 佐々木 久子 今泉 君子  

５ フラー・ダピ 埼玉県 泉 忠明 泉 恵美子  

６ オリオン 埼玉県 山名 富喜 綾部 栄子  

７ ＴＡＫＡ５ 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 ピッコロ 東京都 山本 潤一 宮澤 伸一  

10 ベアーズ 神奈川県 熊坂 友治 熊坂 明美  

11 オザワ 山梨県 小澤 一男 小澤 洋子  

12 ボー 長野県 片桐 敏郎 畠中 恒夫  

13 イッサ・ヴァ・エ 長野県 佐竹 久知 佐竹 香代  

14 ラ・ブール相川 岐阜県 長瀬 浩二 増田 博行  

15 チーム愛・兵 愛知・兵庫 猿渡 昌二 田原 恭二  

16 愛知シャチ 愛知県 大橋 宏史 原 克子  

17 サボテン 愛知県 古野 博之 古野 信子  

18 ＨＡＺＵみんぐ 幸 愛知県 黒部 理恵子 小林 幸子  

19 ＨＡＺＵみんぐ 星 愛知県 星野 崇嘉 前田 貴範  

20 ＨＡＺＵみんぐ 啓 愛知県 河上 千明 稲垣 啓一  

21 名張リンリン 三重県 林 秀晃 林 久美子  

22 ブルーみえ 三重県 松田 浩一 伊藤 卓  

23 芦屋・茨木 大阪・兵庫 吉井 由美子 朝田 節子  

24 パルプンテ 大阪府 坂上 義満 坂上 妙子  

25 チーム ＨＩＲＯ 兵庫・大阪 大田 学 廣野 文代  

26 高槻松が丘 大阪府 木田 俊一 河原 宣夫  
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27 高槻 安岡寺 大阪府 梅本 義博 島 アキ子  

28 ＣＩＰＯ チャメゴン 大阪府 鳥垣 正直 鳥垣 英子  

29 ＣＩＰＯ ピグモン 大阪府 横谷 剛 日比 志  

30 レスポアール 大阪府 橋本 繁明 義平 武  

31 シャロン ジェール 大阪府 北森 雅夫 小林 吉成  

32 ハッピーベアーズ 大阪府 上岡 哲夫 有川 勝恵  

33 かくれんぼ 大阪府 藪野 嘉寿雄 田村 実  

34 ギャラクシー 兵庫県 三木 五郎 野口浩一  

35 潮美台 ハッピー 兵庫県 庄田 晴幸 柴森厚一郎  

36 潮美台 Ｙ･Ｎ 兵庫県 山口 幸雄 奈良 正博  

37 潮美台 オリオン 兵庫県 高見 善弘 西谷 信昭  

38 生駒 Ｂ 奈良県 中村 洋一 寺澤 歌子  

39 生駒 Ｃ 奈良県 谷口 正人 谷口 智子  

40 和歌山 豊賀 和歌山県 豊嶋 明宏 賀来 ミヤ子  

41 キュート 和歌山 和歌山県 本松 勢津子 本田 美栄子  

42 紀の国ビアン 和歌山県 前田 日出男 猪原 利行  

43 和歌山 Ｙ・Ｗ 和歌山県 若林 睦夫 山崎 正博  

44 名和カローＮ 鳥取県 仲川 操 法橋 登志子  

45 瑞穂レトロ 鳥取県 山根 三郎 山根 美代子  

46 メビウス 島根県 中村 哲也 中村 敬子  

47 パマル 島根県 新宅 栄 田中 登志子  

48 倉敷 藤花 岡山県 猪木 克太 木下 あけみ  

49 ２・２ 岡山県 明石 幸生 明石 一二三  

50 きずな 岡山県 岡本 貴子 岩谷 時子  

51 ナチューレＳＫ 岡山県 渋谷 悟 亀井 洋志  

52 備前クラブ ＮＹ 岡山県 中村 忠之 吉野英樹  

53 備前クラブ ＩＴ 岡山県 井上 隆治 武元 勝典  

54 笠岡クラブ ＮＴ 岡山県 髙田 常夫 永井 美幸  

55 笠岡クラブ ＩＫ 岡山県 石井 三男 小林 修  

56 ストライク 高知県 山崎 盛士 竹富 一生  

57 高知 アクール 高知県 中島 良人 小野 香代  

58 福岡ビブロン 福岡県 水上 敏勝 塚本 昇吾  

59 アンジェラス 京都・東京 芦田 成子 箱石 康子  

60 常盤 Ｋ.Ｍ 京都府 川島 龍雄 西川 稔  

61 ＢＳ東山 涼風 京都府 菅浪 健 菅浪 順子  

62 すずめ 京都府 福留 郁美 伊藤 武雄  

63 みよ嵐山 京都府 北川 勇三 北川 弘美  

64 ブリリアン嵐山 京都府 平井 悦夫 川瀬 敏雄  

65 コスモス嵐山 京都府 富永 勝治 三牧紘子  

66 京阪メルシー 京都府 橋本 久男 小林 常男  

67 都てふてふ 京都府 鵜川 智一 小谷 賢了  

68 ヴァルゴ 京都府 南川 良四郎 南川 美智子  

69 鴨川・一番星 京都府 大友 修造 ウベ・リングバード  

70 京都 ダブル・エム 京都府 村田 幸子 前田 公美  

71 乾 赤レンジャー 京都府 安田 正巳 安田 かをる  

72 南十字星 京都府 上羽 健史 井口 理砂  
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73 滋野ミラクル 京都府 木崎一宏 木崎 泰子  

74 丹ペタ．ピース 京都府 中西 喜作 岩城 弘子  

75 丹ペタ．サークル 京都府 松本 美都子 岡本 芳子  

76 丹ペタ．みねやま 京都府 尾畑 與市 大嶋 盈  

77 城巽 スリール 京都府 寺中 照代 川邊 正人  

78 どんぐり 京都府 永田 和夫 五町森 純子  

79 マッカセン 京都府 辻早 美 松原 隆  

80 バンブ 京都府 中村 利彦 中村 信子  

81 長岡京高台 京都府 池田 富士子 四宮 芳太郎  

82 京都大原野 京都府 奥村 喜信 小西 敏  

83 ２０１６ 京都府 北尾 和正 中西 幹雄  

84 植柳 はらり 京都府 松本 直通 河本 正樹  

85 植柳 ひらり 京都府 長谷川 寛 長谷川 久代  

86 植柳 ふわり 京都府 太田 栄一 川村 佳子  

87 竹の里ディジー 京都府 大根 強 山田 裕子  

88 中立エース 京都府 粂 義一  辻井 啓三郎  

89 中立ボーイ 京都府 梅村 録男 土井 展  

90 Ｂｉｊｏｕｘ Ｔ.Ｆ 京都府 田畑 益子 藤井 加代子  

91 プレマシ 京都府 伊藤 幸蔵 水嶌 順二  

92 出水・グランプリ 京都府 働 勇次 田中 米二  

93 福知山 桔梗 京都府 斉藤 久栄 山本 正和  

94 ネート 京都・東京 小坂 眞太郎 小池 和子  

95 どうでしょう 京都・東京 渡部 隆之 坂 幸宣  

96 エール 京都・東京 堅田 桂子 郷間 亜由美  

97 Ｙｅａｒｎ 京都府 上田 恭弘 上田 妙子  

98 京都ヘリポートＡ 京都府 清水 三雄 木村 くみ子  

99 京都ヘリポートＢ 京都府 前田 雍子 熊谷 勝  

100 ＨｉＧ 城陽 Ａ 京都府 松本 雅勇 大井 隆三  

 


