
 第３回　 梅の花レディースカップ＊豆腐美人クラス(オープンクラス） 2014

番号 チーム名 代表者名 選手名 選手名 選手名
1 サモハンジャッキー 久野　美貴子 鈴木　裕子 矢野　陽子 松永　美保子 1
2 ジプシー 加藤　　麗 吉田　咲子 阿比留　裕美 白水　今日子 3
3 キロメキどりんか〰ず 大島　由美子 石橋　順子 松本　照美 井口　美和 2

4 大門軍団 安部　智美 川口　清美 伊藤　裕子 石井　幸子 1
5 ラストチャンス！！ 田中　恵子 出口　由美 原野　利枝 榎原　政子 2
6 花　花 山口　悦子 石丸　あかり 的野　まゆみ 内田　優子 3

7 ウフムフスプモ 重松　忍 土橋　雅子 川野　真智子 神戸　蘭子 1
8 チア･アップ 財津　万里子 篠田　淑枝 原　　泰子 山口　久美子 3
9 クッピーズ 石井　希三子 中本　恵美 山本　佳子 坂本　美恵 2

10 庭球マイキ－ス 吉村　美央 只安　舞子 柳　　真美 鈴木　優 1
11 オータムキラキラ 渡邉　直美 田中　恵子 藤本　恵子 伊集院　悦子 3
12 ハ　ヌ　ル 吉村　弘美 池田　悦子 内堀　美奈子 堂園　敬子 2

13 ガチャピン 楠田　千恵 坂田　恵美 津曲　くみ 松永　澄枝 1
14 q u i c k  4 豊福　由美子 西野　みさ 光山　裕美子 武田　尚子 2
15 F U L L  B L O O M 宅野　道子 神埼　裕美 園田　瑞穂 富山　良子 3

16 だめよ〰ダメダメⅠ 松林　なおみ 安田　勢都子 小野木　文子 前原　春美 1
17 絹ごし隊 永田朱美 宮原佳珠子 木下智美 赤星　さやか 2
18 ムック 田中　康子 沼田　千鶴子 古野　ゆり 石原　明子 3

19 プリュネフルラージュ 坂東　すずこ 山内　千雪 畑田　節子 林　　里詠 1
20 V　I　C　T　O　R　Y 上野　美樹 光山　史苗 小柳　みさ代 山下　亜矢子 3
21 TEAM　にしこりA 西阪　さおり 荒田　美香 永留　恵里菜 光澤　寿絵 2

22 なんじゃコラボ 本田真紀子 諸熊久美子 山崎麻紀子 渋田三矢子 1
23 フォーレンジャー 島　　恭子 藤本　裕子 林　富美子 遠山　昭子 3
24 Airkamei 井上　信香 中山　牧子 亀井　浩美 牟田　麻由美 2

25 カカロット 小森　晶子 賀来　由起子 奥原　織 櫻井　真由美 1
26 あけみと京八秀 山田　秀子 茂　　京子 中村　あけみ 加隈　八千代 3
27 S M 3 耳塚　美香 宮原　まり 田中　深雪 西田　聖子 2

28 チームおもち 町田　将子 岡本　良美 日野　朋子 羽子田　朋子 1
29 豆腐好き〰ず♡♡ 西田　正子 西田　紀子 矢野　小百合 尾川　美代子 3
30 いと日和 加藤　佐知 後藤　順子 菰田　久美 金谷　美和子 2

31 こぴっと頑張り隊！ 山下　佐余子 小俣　美和子 財部　幸美 下津浦　厚子 3
32 イソフラボンバー 甲斐　明子 後藤　美香 鶴田　律子 枝松　利花 2
33 スマイル 野口　貴三子 久浦　登代子 加藤　和代 牧山　正子 1

34 あいらぶ梅の花ランチ 肥山　つや子 岸原　直美 野田　佳代子 中村　由美子 1
35 プラムレディーズ 斉藤　道子 小山　みち 徳田　弘子 浅倉　和子 3
36 だめよ〰ダメダメⅡ 浜口　知子 宮崎　貴子 花園　多恵子 坂田　富美 2

37 すぐ来てくれた♡ 安井　典子 田中　智子 古賀　千代美 八木　洋子 1
38 キラリ姫 相島　祐子 猪口　和子 小林　直美 田代　雅代 3
39 　E C Z 　圓山　くるみ　 　吉武　雅子　　 　片山　幸代　　 佐藤　純子 2

40 リバーシ 大山　ちづる 大川　智子 蕗谷　佐知子 近藤　比呂子 1
41 メロンちゃん 湯瀬　恭子 式町　弘美 小林　佐知子 倉富　加代 2
42 ルパン反省 吉岡　美智子 水江　　忍 柴田　美豊恵 加藤　智美 3

43 いいじゃないのー 山下　明子 陣内　美和 重富　祥子 増田　留里子 1
44 花題満載チーム 井上　典子 瓜生　由香利 城戸　裕子 禅院　加代好 3
45 クラブ　CB 古賀　奈央 志垣　佳奈 高田　久美 小木曽るり子 2
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１R QF SF F SF QF １R

重松　忍 山下　明子

土橋　雅子 陣内　美和

川野　真智子 重富　祥子

神戸　若子 庭球マイキ－ス 増田　留里子

2-0

62 64 吉村　美央

只安　舞子

柳　　真美

鈴木　優

ウフムフスプモ

坂東 すずこ 2-1 庭球マイキ－ス 松林　なおみ

山内　千雪 06 61 7-3 2-0 安田 勢都子

畑田　節子 62 64 小野木 文子

林　　里詠 前原　春美

プリュネフルラージュ だめよ〰ダメダメⅠ

町田　将子 2-1 2-0 野口　貴三子

岡本　良美 64 16 7-1 62 62 久浦 登代子

日野　朋子 加藤　和代

羽子田 朋子 カカロット 庭球マイキ－ス 牧山　正子

2-1 2-1

黒木　郁子 61 16 7-2 56 61  7-5 安井　典子

岸原　直美 田中　智子

野田　佳代子 古賀 千代美

中村　由美子 八木　洋子

あいらぶ梅の花ランチ 大門軍団

本田真紀子 2-1 2-0 安部　智美

諸熊久美子 62 46 7-6 60 61 川口　清美

山崎麻紀子 伊藤　裕子

渋田三矢子 石井　幸子

カカロット ガチャピン

小森　晶子 2-0 2-1 久野　美貴子

賀来　由起子 60 64 06 62 7-6 鈴木　裕子

奥原　織 矢野　陽子

櫻井　真由美 カカロット ガチャピン 松永　美保子

2-0 2-1

大山 ちづる 63 61 26 62 7-2 楠田　千恵

大川　智子 坂田　恵美

蕗谷　佐知子 津曲　くみ

近藤　比呂子 松永　澄枝

豆腐美人クラス

【1位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ】

1 ウフムフスプモ いいじゃないのー 9

13

庭球マイキ－ス 10

庭球マイキ－ス

3
プリュネフルラー

ジュ

WO

だめよ〰ダメダメ
Ⅰ 11

BYE

7 カカロット 15

4 チームおもち スマイル 12

5
あいらぶ梅の花

ランチ
すぐ来てくれた♡

2

8 リバーシ ガチャピン 16

サモハンジャッ
キー

6 なんじゃコラボ 大門軍団 14



１R QF SF F SF QF １R

田中　恵子 圓山くるみ　

出口　由美 吉武雅子　　

原野　利枝 片山幸代　　

榎原　政子 　E C Z 佐藤純子

2-0

65 64 湯瀬　恭子

式町　弘美

小林　佐知子

倉富　加代

ラストチャンス！！

石井 希三子 2-0 　E C Z 井上　信香

中本　恵美 60 664 2-1 中山　牧子

山本　佳子 06 63 7-2 亀井　浩美

坂本　美恵 牟田　麻由美

クッピーズ クラブCB

豊福　由美子 2-1 2-1 古賀　奈央

西野　みさ 64 36 7-4 62 46 7-5 志垣　佳奈

光山　裕美子 高田　久美

武田　尚子 ラストチャンス 　E C Z 小木曽るり子

2-0 2-0

浜口　知子 6065 61 60 加藤　佐知

宮崎　貴子 後藤　順子

花園　多恵子 菰田　久美

坂田　富美 金谷　美和子

だめよ〰ダメダメⅡ いと日和

西阪　さおり 2-1 2-0 永田朱美

荒田　美香 46 64 7-3 61 61 宮原佳珠子

永留 恵里菜  木下智美

光澤　寿絵 赤星　さやか

だめよ〰ダメダメⅡ キロメキどりんか〰ず

甲斐　明子 2-0 2-1 大島　由美子

後藤　美香 62 63 60 06 7-4 石橋　順子

鶴田　律子 松本　照美

枝松　利花 S M 3 キロメキどりんか〰ず 井口　美和

2-0 2-0

耳塚　美香 61 65 62 63 吉村　弘美

宮原　まり 池田　悦子

田中　深雪 内堀　美奈子

西田　聖子 堂園　敬子

豆腐美人クラス

【２位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ】

1
ラストチャン

ス！！
　E C Z 9

13

メロンちゃん 10

ECZ

3 クッピーズ

2-0 6363

Airkamei 11

2

イソフラボン
バー

キロメキどりん
か〰ず

15

4 quick 4 クラブCB
おもて
なし賞

12

5
だめよ〰ダメダ

メⅡ
いと日和

BYE

8 S M 3 ハヌル 16

6
TEAM　にしこ

りA
絹ごし隊

おもて
なし賞

14

7



１R QF SF F SF QF １R

吉岡　美智子 島　恭子

水江　　忍 藤本　裕子

柴田　美豊恵 林　富美子

加藤　智美 フォーレンジャー 遠山　昭子

2-0

65 63 西田　正子

西田　紀子

矢野　小百合

尾川　美代子

花花

上野　美樹 2-0 ムック 田中　康子

光山　史苗 65 65 2-0 沼田 千鶴子

小柳　みさ代 64 61 古野　ゆり

山下　亜矢子 石原　明子

花花 ムック

山口　悦子 2-0 2-1 財津　万里子

石丸　あかり 62 60 46 62 7-5 篠田　淑枝

的野　まゆみ 原　　泰子

内田　優子 花花 ムック 山口　久美子

2-1 2-1

宅野　道子 26 61 7-3 56 65 7-6 相島　祐子

神埼　裕美 猪口　和子

園田　瑞穂 小林　直美

富山　良子 田代　雅代

あけみと京八秀 プラムレディーズ

山田　秀子 2-0 2-1 斉藤　道子

茂　　京子 61 63 65 26 7-4 小山　みち

中村 あけみ 徳田　弘子

加隈　八千代 浅倉　和子

こびっと頑張り隊！ オータムキラキラ

山下 佐余子 2-0 2-0 渡邉　直美

小俣　美和子 60 63 64 64 田中　恵子

財部 幸美　 藤本　恵子

下津浦　厚子 こびっと頑張り隊！ オータムキラキラ 伊集院　悦子

2-1 2-0

井上　典子 16 61 7-5 61 60 加藤　　麗

瓜生 由香利 吉田　咲子

城戸　裕子 阿比留　裕美

禅院　加代好 白水　今日子

BYE

8 花題満載チーム ジプシー
おもて
なし賞

16

6 あけみと京八秀 プラムレディーズ 14

7
こびっと頑張り

隊！
オータムキラキラ 15

4 花花 チア･アップ 12

おもて
なし賞

5
FULL BLOOM キラリ姫 13

豆腐好き〰ず♡♡ 10

花花

3 VICTORY

2-1　605672

ムック 11

2

豆腐美人クラス

【3位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ】

おもて
なし賞

1
ルパン反省 フォーレンジャー 9



 ＊GOGO梅美人クラス（５５歳以上クラス）

番号 チーム名 代表者名 選手名 選手名 選手名

1 森と福間海岸 川上　洋子 福田　美千江 古賀　幸江 河野　美津子 1

2 マリーゴールド 増田　章子　 豊田　邦子 津城　アイ子 金子　敏江　 3

3 ピンクレディ 半田　由紀子 清水　由美子 長谷川　玉枝 柴田　美子 2

4 花小梅シスターズ 光富　純子 宮島　京子 藤野　睦子 村岡　正子 1

5 コスモス 田中　佐由美 村山　由美 河野　耀子 山許　勢子 3

6 最後にありがとう♡ 池増　すま子 吉田　節子 畠中　瑞江 田村　さとみ 2

7 アップルパイ 西田　幸子 真鍋　つもる 添島　路子 山﨑　良子 1

8 ワン　ハート 金谷　景子 梅原　弘子 永川　美知代 平田　玲子 3

9 秋の風チーム 藤岡　康子 深町　ますみ 井上　泰代 東　　恭子 2

10 ちょっと黒めの杏仁 高瀬アメリア 山﨑　陽子 相良　勝美 深川　英子 1

11 フォーリーブス 寿　みちよ 藤根　敬子 北城　青子 藤原 千春 3

12 奥ちゃんず 野上　久美子 里崎　保子 奥村　陽子 松本　里知子 2

13 M E M O リーズ 森園　みち子 大谷　りえ 間地　容子 江島　瑛美 1

14 りんどう 藤野　博子 安川　準子 権藤　和子 泥谷　みさを 3

15 ブラックパール 植木　久美 栗須　早苗 庵原　美樹子 日高　富子 2

16 若くちゃ姉妹 堀　　和子 鹿子島要子 中川　輝子 石橋　美記子 1

17 熟年志免隊 緒方　紀子 山下　和子 松本　千恵子 松永　智恵美 3

18 あきらめない！ 狩野　啓子 多田　節子 神殿　信子 松田　康子 2

19 福テニの輪∞ 岸本　恵里子 中原　敏子 土井良扶美子 赤星　春美 1

20 アジャファイティ 〰ン 山下　京子 中村　國子 斉藤　美子 松崎　清美 3

21 あいちゃんず 相川　恵子 志方　通子 相川　久美子 原田　隆子 2

22 チビまる子 萩　　眞澄 三苫　照美 吉永　孝子 谷　洋子 2

23 K I A I D A ♡♡ 滝川　嘉子 岩瀬　幸子 黒木　純子 穂坂　美佐緒 3

24 I T S の仲間達 古田　加代 中園　律子 渡邊　幸子 江頭　友子 1

25 A　N　K　２ 黒岩　園子 古賀　静枝 南里　真知子 新城　洋子 1

26 ホリホリ 森　　洋子 大黒　裕子 本多　歌子 宮原　環 3

27 紅梅白梅 野田　廣子 高木　恭子 三宅　紀恵 島田　恵美子 2

28 黒い恋人たち 宮近　みどり 井手　一恵 藤野　好美 赤瀬　みや子 2

29 久山フレンズ 高橋　祝子 酒井　百合香 上和田三代子 笠置　峰子 3

30 四つババの苦労婆 秋本　順子 西田　敬子 松本　克子 松尾　幸代 1

31 ハッピーチューズデー 有村　成子 千場　みどり 原田　久美子 新形　光子 1

32 ミズ・ガーナ 隈　　博子 香月　由美子 久木田　恵子 有木　三江子 3

33 紫陽花 青木　恵美子 古川　静穂 松井　博子 川田　寿子 2

K
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E

第３回　 梅の花レディースカップ  仮ドロー表　　　　２０１４
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１R QF SF F SF QF １R

光富　純子 秋本　順子

宮島　京子 西田　敬子

藤野　睦子 松本　克子

村岡　正子 松尾　幸代

森と福間海岸

川上　洋子 2-0 四つババの苦労婆

福田　美千江 6262 2-0

古賀　幸江 6462

河野　美津子 古田　加代

森と福間海岸 中園　律子

西田　幸子 2-0 渡邊　幸子

真鍋　つもる 6161 江頭　友子

添島　路子

山﨑　良子 森と福間海岸 MEMOリーズ

2-0 2-0

高瀬アメリア 6263 6461 黒岩　園子

山﨑　陽子 古賀　静枝

相良　勝美 南里　真知子

深川　英子 ﾊｯﾋﾟｰﾁｭｰｽﾞﾃﾞｲ 新城　洋子

2-1 若くちゃ姉妹

有村　成子 645675 2-1 堀　　和子

千場　みどり 623675 鹿子島要子

原田　久美子 福テニの輪∞ 中川　輝子

新形　光子 2-0 石橋　美記子

6265 MEMOリーズ

岸本　恵里子 2-1 森園　みち子

中原　敏子 566172 大谷　りえ

土井良扶美子 間地　容子

赤星　春美 江島　瑛美

森と福間海岸

6 福テニの輪∞ MEMOリーズ 11

4
ちょっと黒めの

杏仁
A　N　K　２ 9

5
おもてなし賞
ハッピーチュー

ズデー

おもてなし賞
若くちゃ姉妹 10

2 森と福間海岸

2-0　6162

ITSの仲間達 8

3 アップルパイ

GOGO梅美人クラス

【１位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ】

1
花小梅

シスターズ
四つババの
苦労婆 7



１R QF SF F SF QF １R

緒方　紀子 相川　恵子

山下　和子 志方　通子

松本　千恵子 相川　久美子

松永　智恵美 原田　隆子

黒い恋い人たち

池増　すま子 2-0 あいちゃんず

吉田　節子 6360 2-1

畠中　瑞江 602673

田村　さとみ 青木　恵美子

黒い恋人たち 古川　静穂

宮近　みどり 2-0 松井　博子

井手　一恵 6365 川田　寿子

藤野　好美

赤瀬　みや子 黒い恋人たち あいちゃんず

2-1 2-1

野田　廣子 466573 466374 藤岡　康子

高木　恭子 深町　ますみ

三宅　紀恵 井上　泰代

島田　恵美子 ブラックパール 東　　恭子

2-0 チビまる子

植木　久美 6365 2-0 萩　　眞澄

栗須　早苗 6465 三苫　照美

庵原　美樹子 ブラックパール 吉永　孝子

日高　富子 2-0 今堀　早苗

6164 チビまる子

野上　久美子 2-0 半田　由紀子

里崎　保子 6161 清水　由美子

奥村　陽子 長谷川　玉枝

松本　里知子 柴田　美子

あいちゃんず

6
おもてなし賞奥

ちゃんず
おもてなし賞
ピンクレディ 11

4 紅梅白梅 秋の風チーム 9

5 ブラックパール チビまる子 10

2
おもてなし賞
最後にありがと

う♡

2-1　244274

紫陽花 8

3 黒い恋人たち

GOGO梅美人クラス

【２位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ】

1 熟年志免隊 あいちゃんず 7



１R QF SF F SF QF １R

増田　章子　 寿　みちよ

豊田　邦子 藤根　敬子

津城　アイ子 北城　青子

金子　敏江　 藤原 千春

ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ

狩野　啓子 2-1 久山フレンズ

多田　節子 466275 2-0

神殿　信子 6165

松田　康子 高橋　祝子

コスモス 酒井　百合香

田中　佐由美 2-1 上和田三代子

村山　由美 466373 笠置　峰子

河野　耀子

山許　勢子 ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ 久山フレンズ

2-0 2-1

金谷　景子 6463 466276 山下　京子

梅原　弘子 中村　國子

永川　美知代 斉藤　美子

平田　玲子 ワンハート 松崎　清美

2-0 ｱｼﾞｬﾌｧｲﾝﾃｨ～ﾝ

藤野　博子 6360 2-0 滝川　嘉子

安川　準子 6365 岩瀬　幸子

権藤　和子 ワンハート 黒木　純子

泥谷　みさを 2-0 穂坂　美佐緒

6363 ｱｼﾞｬﾌｧｲﾝﾃｨ～ﾝ

隈　　博子 2-0 森　　洋子

香月　由美子 6162 大黒　裕子

久木田　恵子 本多　歌子

有木　三江子 宮原　環

久山フレンズ

あきらめない！

2-0　6165

6 ミズ・ガーナ

久山フレンズ

4 ワン　ハート
アジャファイティ

〰ン

8

GOGO梅美人クラス

【3位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ】

1 マリーゴールド フォーリーブス

3 コスモス

7

2

9

おもてなし賞
ホリホリ 11

5 りんどう
おもてなし賞
KIAIDA♡♡ 10


