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№ チーム名 地域
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1 もんとーばんっ 京都・神奈川・岡山 堅田　琴美 矢澤　　翼 加藤　春沖
2 尾張シャチ 愛知県 大橋　宏史 原　　克子 武田　健男
3 ひまわり 愛知県 平野　勝子 久木田盛貞 吉岡　義春
4 高千穂 愛知県 松村　育一 鏡味　鈸子 鏡味　尚子
5 ＨＵＺＵみんぐ眞 愛知県 石川　眞也 齊藤　明広 岩瀬　貴之
6 ＨＵＺＵみんぐ幸 愛知県 黒部理恵子 小林　幸子 河上　千明
7 知立市役所 愛知県 佐藤　　豊 清水　美鈴 石川　恵子
8 クロワッサン 愛知県 岡本　章良 星野　崇嘉 稲垣　啓一
9 志布志 愛知県 中田　幸夫 中田　信子 川添　光一
10 尾張キング 愛知県 岩田　和市 紀藤　美帆 谷口　　徹
11 尾張名古屋 愛知県 古野　博之 猿渡　昌二 古野　信子
12 チームにしき 岐阜県 服部　妙生 長岡　弘恵 塩谷　哲朗
13 チーム市原 岐阜県 市原　英治 山田せき子 髙橋　敏子
14 アシスト 岐阜県 木村　裕和 木村　和泉 木村　和義
15 セレクト 広島県 長光　耕司 川本　祥司 祐村みゆき
16 いいとも 岡山県 明石　幸生 明石一二三 中村　孝子
17 きずな 岡山県 岡本　貴子 亀井　芳子 岩谷　時子
18 ナチューレ 岡山県 上平　賢三 上平　正子 亀井　洋志
19 倉敷藤花＆理恵子 岡山県・長野県 猪木　克太 木下あけみ 氏原理恵子
20 Ｂｊｚ 京都府・岡山県 古川　茂雄 浦島　治行 近藤　紀孝
21 ポコポコピン 京都府・岡山県 岡部　久代 早瀬　美穂 奥西　郁枝
22 スマイルあかり 和歌山県 高木　道代 的場　啓三 大中由美子
23 オオシャンアロー 和歌山県 酒井美智子 酒井　良政 若林　睦夫
24 生駒Ｏ・Ｋ・Ｙ 奈良県 岡村　　務 北野　京子 吉田　　貢
25 生駒Ｔ・Ｈ・Ｔ 奈良県 谷口　正人 本間　義朗 谷口　智子
26 アドバンス 兵庫県 三木　五郎 野口　浩一 山口　淑子
27 トレビアンＴＴＮ 兵庫県 西谷　信昭 田原　恭二 谷口　佳生
28 ちどり 兵庫県 石上　直樹 関　　重信 谷　　幸樹
29 チャーリーズエンジェル 兵庫県 石上　節子 船越　明美 扇野　京子
30 チェブラーシカ 兵庫県 石上　祥子 土井　真季 石上　陽香
31 ゴールドスター 兵庫県 奥田　豊子 山田かずみ 仲野　知子
32 プレ・ジール 兵庫県・愛知県 朝田　節子 柴森厚一郎 平野　智保
33 スリーＳ 兵庫・京都・大阪 祐村　眞介 高屋　　滋 橋本　繁明
34 チームＴＰＵ 京都府・兵庫県 高屋トシコ パスカル・ブルゴス 鵜飼　　樹
35 サワディー 京都府・兵庫県 岡本三津子 西谷　洋子 庄田　晴幸
36 松原そよかぜ 大阪府 小坂るみ子 竹内　早苗 田中　知子
37 名張リンリンサン 三重県 林　　秀晃 林　久美子 三宮　正任
38 松原アイン 大阪府 廣野　文代 山口　悦子 岡　あや子
39 かくれんぼ 大阪府 薮野嘉寿雄 田村　　実 松原　　敏
40 ＣＩＰＯブースカ 大阪府 宮崎　哲一 横谷　　剛 日比　　志
41 ＣＩＰＯバルンガ 大阪府 鳥垣　正直 岩瀬　佳之 角林　靖浩
42 ＣＩＰＯチャメゴン 大阪府 鳥垣　英子 吉田　圭子 巽　　一美
43 高槻北清水Ａ 大阪府 河原　宣夫 木田　俊一 梅本　義博
44 高槻北清水Ｂ 大阪府 森本　良彦 鳥生　東彦 宮地　孝子
45 高槻北清水Ｃ 大阪府 島　アキ子 鳥生　祐子 泉　　敏子
46 高槻すずらん 大阪府 前田　陽子 前田　正一 大戸　智代
47 Mr.レスポアール 大阪府 伊藤　守也 岡本　弘昭 岩崎　公美
48 京の松原 大阪府 平井　傳子 田村　京子 上田　恭弘
49 京都・松原オリオン 京都府・大阪府 角田　俊彦 小林　常男 佐野ひろみ
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50 BIJOUX．ＦＦＴ 京都府・大阪府 藤井　英司 藤井加代子 田畑　益子
51 丹ペタ小町 京都府 家原　寛昌 家原　綾乃 藤村　泰子
52 丹ペタ大峰 京都府 小谷　靖郎 小国　恭男 岡本　芳子
53 丹ペタピース 京都府 中西　喜作 岸村　輝美 岩城　弘子
54 どんぐり 京都府 永田　和夫 五町森純子 大槻　　優
55 福知山オーディン 京都府 橋本　政三 山本　正和 斉藤　久栄
56 京都ワイルド３ 京都府 大槻　昭則 西岡まゆみ 小西　　敏
57 チーム藪から雀 京都府 橋本　幸子 原田　　勝 久保　幸子
58 長岡京パワーズ 京都府 佐藤　　章 朝子　紀子 澤田たづ子
59 城陽ＰＥＣ－スカイ 京都府 井上　伸弘 水田　幸恵 柏木　里子
60 宇治南陵 京都府 伊藤　利一 東浦　　繁 和田　義孝
61 ラパン 京都府 岡本　　実 菅波　　健 冨山　善文
62 フォレスター京都 京都府 山口　　茂 二宮　俊夫 山口　照子
63 南十字星 京都府 井口　理砂 上羽　健史 友野　憲子
64 京都ｍ・ｍ・Ｓ 京都府 白石　昌美 村井　盛好 前田　公美
65 桃薗クラブ 京都府 織田　正一 安田　守慶 富永　保夫
66 鴨丸 京都府 南川良四郎 南川美智子 伊藤　幸蔵
67 チャージＳＯＭ 京都府 宮西　宏治 奥村　　猛 菅波　順子
68 城巽スリール 京都府 川邊　正人 寺中　照代 齊藤　照美
69 出水ドリーム 京都府 松見　安宏 松見すが子 野崎　裕生
70 出水グランプリ 京都府 田中　米二 働　　勇次 竹村　俊康
71 BIJOUX．ＳＹＯ 京都府 杉本　有作 安居　早苗 奥村　博美
72 BIJOUX．ＳＳＯ 京都府 杉本　正尚 櫻井　繁徳 奥村　洋史
73 京・エム・ティ・オ 京都府 村田　幸子 奥村　正弘 辻　　早美
74 アップル嵐山 京都府 北川　勇三 川瀬　敏雄 鶴山　治郎
75 メルシー嵐山 京都府 橋本　久男 三牧　紘子 石川　　篤
76 常盤野体振 京都府 八木　俊樹 小川　一也 福田　泰子
77 常盤フェニックス 京都府 谷口　宮子 西川　　稔 森田　耕造
78 京都中村 京都府 中村　利彦 中村　信子 三橋　　勉
79 あんじゅ 京都府 大江　康照 堅田　　博 渡部　隆之
80 ぽんた 京都府 野田　佳宏 久保田　誠 古川　さよ
81 京ホワイト 京都府 竹村　志郎 木崎　一宏 西田　咲代
82 京チャレンジャー 京都府 安田　正巳 西田　　修 安田　恵子
83 京ネート 京都府 小坂眞太郎 八田恵美子 菅　　祥子
84 京エール 京都府 堅田　桂子 葛原　宏三 久保田睦子
85 一番星 京都府 大友　修造 Ringwald Uwe 北尾　和正
86 竹の里スターズ 京都府 大根　　強 公手　　進 山田　裕子
87 宇多野ＰＣＡ 京都府 村田　恵一 樋上　正昭 藤原　恭子
88 宇多野ＰＣＢ 京都府 中山　仁伺 吉岡　正道 高井　義夫
89 宇多野ＰＣＣ 京都府 村田　栄子 太田　喜章 蒋　　順意
90 すずめ 京都府 福留　郁美 伊藤　武雄 宗時　公子
91
92


