
チ ー ム マ ッ チ 出 場 選 手 一 覧 表

【タイガー戦】

細川　準一 ／宮下加代子 波切　高治 ／白井　靖子

神藤　正己 ／竹田　玉城 塩野谷禮吉 ／井上　美幸

岡本　幹正 ／久保実穂子 伊藤　誠治 ／安藤　ミカ

坂口　貴俊 ／新井　季子 遠藤　肇 ／柴田あすか

古塚　正覚 ／鈴木　理子 丹野　吉道 ／丹野いづみ

草間　隆志 ／草間　孝子 三村三喜男 ／三村　政江

鷲見　陽介 ／大澤　一葉 北村　公平 ／吉住　美保

渡邊　愼 ／丸山　栞 石井　悠嗣 ／田中　悠里

戸田　功 ／戸田美加子 伴野　照男 ／松浦　敦子

柴田　宏二 ／加藤恵利子 阿子田佳典 ／阿子田光子

長谷川　崇 ／近藤　綾子 伊藤　弘隆 ／松田友香里

山本　英貴 ／前田　晃子 二宮　由行 ／渡邉　紗代

酒井　隆文 ／亘　清美 田中　寛 ／小山　順子

宇野　幸男 ／本田久仁子 水谷　二郎 ／水谷ユミ子

野口　慎一 ／小林　千純 小栗　歩 ／鈴木沙永子

松本　大祐 ／横山　布 住田　順 ／林　瑞希

三浦　晃義 ／田島　聖子 桜井大二郎 ／桜井麻知代

臼井　勇輔 ／高木　絵美 三好　秀人 ／中田由佳里

近田　敏弘 ／近田　弘子 安藤　利夫 ／熊谷もとみ

柴田　年男 ／横田　絹代 井上　雅幹 ／井上　啓子

【イーグル戦】

背番号 チーム名

21 ルイ君 チーム 古塚　正覚 ／鈴木　理子 三村三喜男 ／三村　政江

22 オーロラ姫・チーム 桜井大二郎 ／桜井麻知代 臼井　勇輔 ／高木　絵美

23 きらり三河 鈴木　正明 ／松尾ひろ子 栗添　明 ／鈴木　秀江

24 コルシカB 伴野　照男 ／松浦　敦子 阿子田佳典 ／阿子田光子

25 サー Ｊ パンサーズ 鷲見　陽介 ／大澤　一葉 野口　慎一 ／冨田美由紀

10 若草物語

ＷＴ ＲＣ

7 ハッピー チーム

8 フルハウス

9 シンデレラ・チーム

4 Ｊ ヴィランズ ｗｉｔｈ P

5 コルシカ

6 アリス･チーム

1 まぶだち～ず

2 ティンカーベル・チーム

3 チーム 四天王

背番号 チーム名

Ｗ Ｔ

Ｒ Ｃ



チ ー ム マ ッ チ 出 場 選 手 一 覧 表

26 アリエル・チーム 三浦　晃義 ／田島　聖子 三好　秀人 ／中田由佳里

27 チーム イブちゃん 酒井　隆文 ／亘　清美 水谷　二郎 ／水谷ユミ子

28 なでしこジャパン 安藤　利夫 ／熊谷もとみ 井上　雅幹 ／井上　啓子

29 マハラジャ 北村　公平 ／小林　彩夏 松本　大祐 ／梶川　絵美

30 ジャスミン・チーム 伊藤　弘隆 ／松田友香里 二宮　由行 ／渡邉　紗代

31 白雪姫と王じい様 杉藤　嘉洋 ／山内理恵子 鳥居　勝男 ／城殿芙美子

32 お仕事中 内田　万成 ／高木　ゆう 石井　悠嗣 ／横山　布

33 チーム ポヨ 田中　寛 ／小山　順子 宇野　幸男 ／本田久仁子

34 コルシカA 戸田　功 ／戸田美加子 柴田　宏二 ／加藤恵利子

35 ベル・チーム 長谷川　崇 ／近藤　綾子 峰　裕一 ／高澤　孝子

36 くぅ～たん 磯村　重則 ／神谷美代子 榊原　恒夫 ／水野　和子

37 チーム ビビアン 丹野　吉道 ／丹野いづみ 草間　隆志 ／草間　孝子

38 ｔｒｅｎｄ ２０１７ 森中　識至 ／鈴木　ゆか 住田　順 ／永治　栄子

【モダン戦】

戸田　功 ／戸田美加子 柴田　宏二 ／加藤恵利子

伴野　照男 ／松浦　敦子

丹野　吉道 ／丹野いづみ 土屋　寛治 ／白石　倫子

酒井　隆文 ／亘　清美

柴田　年男 ／横田　絹代 安藤　利夫 ／熊谷もとみ

近田　敏弘 ／近田　弘子

遠山　雅光 ／加藤真理子 野村　和夫 ／西脇　良子

古塚　正覚 ／鈴木　理子

長谷川　崇 ／近藤　綾子 三浦　晃義 ／田島　聖子

桜井大二郎 ／桜井麻知代

伊藤　成輝 ／葛原ゆき子 田中　寛 ／小山　順子

増田　貞夫 ／上北　道代

44 チーム ココちゃん

45 シンデレラーズ・スリー

46 ニャンニャン チーム

41 コルシカ

42 ワンワン チーム

43 花組トリオ

背番号 チーム名

Ｗ Ｔ

F


