
トリプルス出場者名簿
№ チーム名 地域

ﾌﾞﾛ
ｯｸ

1 中立一条 京都府 粂　　義一 粂　　安子 辻井啓三郎

2 京・Ｍ・Ｔ・Ｈ 京都府 村田　幸子 辻　　早美 姫野　照子

3 出水グランプリ 京都府 田中　米二 竹村　俊康 働　　勇次

4 BIJOUXS.F.Y 京都府 杉本　有作 藤井　英司 安居　早苗

5 桃薗クラブ 京都府 織田　正一 安田　守慶 富永　保夫

6 チーム竹間 京都府 宮西　宏治 奥村　正弘 上田　妙子

7 京都Ｍ．Ｍ．Ｓ 京都府 村井　盛好 前田　公美 白石　昌美

8 チャレンジＭＡＸ 京都府 葛原　宏三 二宮　俊夫 廣瀬　道代

9 乾・洛中・１ 京都府 八田恵美子 安田　恵子 西田　　修

10 デフィ 京都府 菅浪　順子 奥村　　猛 小坂眞太郎

11 チームＴ．Ｔ．Ｓ 京都府 菅浪　　健 高戸　健治 竹村　志郎

12 同級生 京都府 高屋トシコ 高川　欣士 名畑　　薫

13 京都　中村 京都府 中村　利彦 中村　信子 三橋　　勉

14 パーク嵐山 京都府 富永　勝治 石川　　篤 片山　鈴子

15 ビック嵐山 京都府 北川　勇三 橋本　久男 北川　弘美

16 常磐フェニックス 京都府 谷口　宮子 馬渕美恵子 西川　　稔

17 常盤リビング 京都府 八木　俊樹 小川　一也 福田　泰子

18 京都鴨丸オリオン 京都府 角田　俊彦 村岸麻佐子 佐野ひろみ

19 南十字星 京都府 上羽　健史 井口　理砂 友野　憲子

20 京都嵯峨 京都府 堅田　琴美 橋本　克司 芦田　成子

21 ＨｉＧ城陽 京都府 大井　隆三 松本　雅勇 尾崎　英美

22 長岡Ｈ2Ｏ 京都府 橋本　幸子 原田　　勝 小畠眞佐子

23 福知山ノアノア 京都府 橋本　政三 山本　正和 斉藤　久栄

24 京都ワンダー３ 京都府 岡部　成幸 奥村　喜信 小西　　敏

25 愛知ＹＮＮ 愛知県 吉岡　義春 中田　幸夫 中田　信子

26 ＨＵＺＵみんぐ明 愛知県 黒部理恵子 斉藤　明広 河上　千明

27 ピタット 愛知県 川口　正子 杉浦　睦子 伊藤三千代

28 愛知ＭＭＷ 愛知県 松永　義春 松谷ムツミ 若林由紀子

29 チームＦ．Ｋ 愛知県 古野　博之 川添　光一 古野　信子

30 愛知小牧篠岡 愛知県 武田　健男 高橋　直人 渡辺　愼一

31 高槻はにたん 大阪府 山根　政子 石賀　康子 高田　純一

32 ＣＩＰＯブースカ 大阪府 宮崎　哲一 岩瀬　佳之 小野　良之

33 Wild　Card 大阪府他 橋本　繁明 水本　敏之 伊藤　広治

34 高槻フェニックス 大阪府 福井　文厚 福井　悦子 深川美智恵

35 フレンドリ～A.S.Y 大阪府他 吉井由美子 朝田　節子 柴森厚一郎

選　　手　　名
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36 高槻すずらん 大阪府 前田　陽子 前田　正一 大戸　智代

37 京男とチャチャチャ 大阪府 平井　傳子 上田　恭弘 田村　京子

38 ナチューレ 岡山県 上平　賢三 上平　正子 亀井　洋志

39 きずな 岡山県 岡本　貴子 岩谷　時子 窪野　弘志

40 備前クラブＴＹＯ 岡山県 坪本　義裕 吉野　英樹 奥西　郁枝

41 備前クラブＩＳＳ 岡山県 井上　隆治 渋谷　信昭 塩満美佐代

42 ソレイユ・チャールズ 岡山県 佐野由里子 チャールズ・フクオ 徳田　真行

43 ソレイユ・ＲＩＮ 岡山県 佐野　裕二 難波　利彦 唐川　　凜

44 Ｂｊｚ 岡山県他 近藤　紀孝 江國　静枝 古川　茂雄

45 ラ・ブール相川 岐阜県 長瀬　浩二 増田　博行 山崎　徹也

46 まーぶる高知 高知県 山崎　盛士 山崎　紀世 山崎　大成

47 龍神 埼玉県 泉　　忠明 泉　恵美子 今泉　君子

48 チームＵＨＫ 埼玉県他 加藤　英男 服部　鈴男 祐村　眞介

49 ポコポコ 長野県 今村　治雄 畠中　恒夫 矢崎　玲子

50 郡山Ｅ．Ｍ．Ｙ 奈良県 横田　三夫 海老名貞記 三津谷光代

51 まほろば 奈良県 逸崎　　保 亀井　芳子 城守　富蔵

52 生駒Ｏ・Ｋ・Ｏ 奈良県 岡村　　務 北野　京子 落河　幸盛

53 生駒Ｔ・Ｔ・Ｈ 奈良県 谷口　正人 谷口　智子 本間　義朗

54 プレイボーイ 兵庫県 新村　雄一 佐藤　哲彦 田中　克昌

55 ＣＡＰ 兵庫県 若林　喜男 若林　敬子 山口　久子

56 潮見台ＹＵＫＩ 兵庫県 山口　幸雄 奈良　正博 小林久美子

57 潮見台ＭＩＫＩ 兵庫県 山口三紀子 村上　洋一 村上　順子

58 千恵三 兵庫県他 大島千都世 池田絵梨子 岡本三津子

59 ブルーみえ 三重県 松田　浩一 伊藤　　卓 山下　正義

60 ルージュみえ 三重県 坂浦亜矢子 堀川ゆみ子 長合　景子

61 スマイルあかり 和歌山県 髙木　道代 水　多美子 工藤　　豊

62 オクトノーツ 和歌山県 西井　賢一 岡本　晃記 西井　憲江

63 キュート和歌山 和歌山県 本松勢津子 猪原　利行 本田美栄子

64 ｄｅｆｉ 和歌山県 若林　睦夫 宮本　　博 山崎　正博



ダブルス出場者名簿
№ チーム名 地域

ﾌﾞﾛ
ｯｸ

101 ロビン 京都府 後田　幸志 後田　真弓
102 スバル京都 京都府 山口　　茂 山口　照子
103 ＢＳ東山かも川 京都府 豊田　正夫 西村　好子
104 城巽スリール 京都府 川邊　正人 寺中　照代
105 ヴァルゴ 京都府 南川良四郎 南川美智子
106 乾ルミエール 京都府 久保田　誠 久保田睦子
107 乾・洛中・２ 京都府 西田　咲代 安田　正巳
108 竹の里デイジー 京都府 大根　　強 山田　裕子
109 ＢＳ東山Ｗ・Ｏ 京都府 小野田　泓　 若井　礼子
110 アップル嵐山 京都府 川瀬　敏雄 三牧　紘子
111 ピック嵐山 京都府 矢田　豊幸 鶴山　治郎
112 中立キング 京都府 土井　　展 北川　　薫
113 BIJOUX　S.O 京都府 杉本　正尚 奥村　洋史
114 BIJOUX　T.F 京都府 田畑　益子 藤井加代子
115 植柳はらり 京都府 河本　正樹 松本　直通
116 植柳ひらり 京都府 長谷川　寛 長谷川久代
117 京都ヘリポートＡ 京都府 清水　三雄 木村くみ子
118 京都ヘリポートＢ 京都府 前田　雍子 熊谷　　勝
119 鴨川一番星 京都府 大友　修造 Ringwald Uwe
120 出水ドリーム 京都府 松見　安宏 野崎　裕生
121 Ｅｉｎｇａｎｇ 京都府 堅田　桂子 郷間亜由美
122 京華 京都府 菅　　祥子 木崎　泰子
123 都てふてふ 京都府 鵜川　智一 小谷　賢了
124 チームＭ・Ｍ 京都府 村上　賢治 松本　秀和
125 エンドレス 京都府 高屋　　滋 大槻　　優
126 ガニアン 京都府 松原　　隆 水田　幸恵
127 長岡京Ｓ．Ａ 京都府 佐藤　　章 朝子　紀子
128 宇治南陵 京都府 伊藤　利一 和田　義孝
129 オホーツクミント 北海道 村上　英樹 村上　幸江
130 チームどうでしょう 東京都 坂　　幸宣 渡部　隆之
131 ベアーズ 神奈川県 熊坂　友治 熊坂　明美
132 ＴＡＫＥ５ 埼玉県 柳澤　直利 柳澤　恵子
133 埼玉スマイル 埼玉県 柴田　つね 吉田　茂子
134 京埼ミックス 埼玉県他 井上まち子 大江　康照
135 風林火山 山梨県 小澤　一男 小澤　洋子
136 イッサ・ヴァ・エ 長野県 佐竹　久知 佐竹　香代
137 ポポ 長野県 片桐　敏郎 伊原　真作
138 にゃんこ 長野県 畠中　昭男 畠中　則子
139 サンダー 愛知県 藤原　賢治 岡本　章良
140 メモワール 愛知県 石川　眞也 石川　恵子
141 清洲・たんぽぽ 愛知県 平野　智保 原　　克子
142 愛知・ひまわり 愛知県 久木田盛貞 平野　勝子
143 チーム大松 愛知県 大橋　宏史 松井　鉄彦
144 男川美ａｎクラブＡ 愛知県 神谷　信儀 榊原　千景
145 男川美ａｎクラブＢ 愛知県 柴田　浩志 鈴木　京子
146 ＨＡＺＵみんぐＳ・Ｋ 愛知県 稲垣　啓一 河上　茂樹
147 ＨＡＺＵみんぐ星 愛知県 星野　崇嘉 前田　貴範
148 ＨＡＺＵみんぐ幸 愛知県 小林　幸子 岩瀬　貴之
149 知立市役所 愛知県 佐藤　　豊 清水　美鈴

選　　手　　名
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150 尾張キングＡ 愛知県 岩田　和市 紀藤　美帆
151 尾張キングＢ 愛知県 谷口　　徹 石野　文代
152 チームにしきＢ 岐阜県 長岡　弘恵 村瀬　　勉
153 チームにしきＣ 岐阜県 髙橋　敏子 塩谷　哲朗
154 アシストⅡ 岐阜県 木村　和泉 木村　和義
155 ブンチョー 岐阜県 木村　裕和 竹中奈津子
156 チームにしきＡ 岐阜県他 服部　妙生 岡本　　実
157 松原そよかぜ 大阪府 竹ノ内早苗 鼻町　寛治
158 松原とんぼ 大阪府 小坂るみ子 田中　知子
159 松原ＰＳＴ 大阪府 小林　常男 大江　俊也
160 松原アイン 大阪府 廣野　文代 山口　悦子
161 だんじり 大阪府 薮野嘉寿雄 田村　　実
162 シャロンジェール 大阪府 北森　雅夫 小林　吉成
163 高槻北清水Ｋ・Ｓ 大阪府 河原　宣夫 島　アキ子
164 デラシネ 大阪府 伊佐　章一 加納　　緑
165 ＣＩＰＯピグモン 大阪府 横谷　　剛 日比　　志
166 アガイ・ティーダ 大阪府他 西根由紀子 廣瀬　正彦
167 生駒Ｙ・Ｓ 奈良県 八木　和昭 生田　洋子
168 生駒Ｎ・Ｎ 奈良県 中村　洋一 中山　美恵
169 生駒Ｍ・Ｔ 奈良県 松原　茂男 土田みち子
170 トレビアンＴＮ 兵庫県 西谷　信昭 田原　恭二
171 チームＢ・Ｓ 兵庫県 ブルゴス・パスカル ステファン
172 潮見台ＴＳ 兵庫県 庄田　晴幸 高見　善弘
173 ココ・ペリ 兵庫県他 鵜飼　　樹 加藤　春沖
174 名張サンリン 三重県 林　　秀晃 三宮　正任
175 紀の国豊賀 和歌山県 豊嶋　明宏 賀来ミヤ子
176 倉敷藤花 岡山県 猪木　克太 木下あけみ
177 チームわいわい 岡山県 山本　尚史 吉延　則友
178 岡山・山本Ｆ 岡山県 山本　　篤 山本　和江
179 笠岡クラブ 岡山県 高田　常夫 石井　三男
180 マドンナ 岡山県 池田　洋子 永井　美幸
181 ２・２ 岡山県 明石　幸生 明石一二三
182 さわやかＮ・Ｓ 岡山県 難波　良紀 下川みつ子
183 備前クラブＮＴ 岡山県 中村　忠之 津田　勝利
184 名和カローＮ 鳥取県 仲川　　操 法橋登志子
185 名和カローＫ 鳥取県 勝部　真澄 石田世利子
186 白うさぎ 鳥取県 森本　範昭 森本　芳枝
187 トットリ砂丘 鳥取県 山根　三郎 山根美代子
188 メビウス 島根県 中村　哲也 中村　敬子
189 ジュピター 島根県 津森　基幸 梶谷　陽子
190 パマル 島根県 新宅　　栄 田中登志子
191 高知アクール 高知県 中島　良人 小野　香代
192 Bijoux U.M 京都府 浦島　治之 松田香保里


