
     ２０２１年度 春季クラス別リーグ戦大会ランク表　５１９チーム（ク289 シ127 ゴ72 ダ24 プ7）

Ａクラス　　１２０チーム

守屋 木田 伊藤 小林 轟

1 堀川ｸ 太子橋ｸ ブービーズ 堺ｸ 羽曳野たちばな

2 Ｆ加島 べあーず 小羽根ｸ ＳＭＧ スワンｸ

3 ユニオン サンｸ 清香ｸ 高槻クラウン みにゅおんｸ

4 アスナロ会 あゆみ会 フラッシュ 玄ｸ 高槻川西ｸ

5 高槻ＷＡＶＥ キャロット 彗星ｸ 川口ｸ 渚ｸ

6 大東つくし 住吉ｸ 志乃ぶ会 すみえｸ 深光ｸ

山下 守屋 木田 伊藤 小林

1 交野ｸ 和ｸ 和泉 オモニ 南船橋ｸ

2 樹林ｸ どんぐり 新星ｸ 寺内ｸ 本郷チーム

3 阪南泉ヶ丘 島本ｸ 住吉イーグル 高倉ｸ 桧ｸ

4 聖ｸ 平西ｸ 茜ｸ オレンジｸ 今福南ｸ

5 トムボーイｸ 狭山ｸ 吹田ファミリーズ 箕面ｸ 五条ｸ

6 ｸマックス やまねｸ 鶴山台ｸ 大浜ｸ ミンク

轟 山下 斎藤 小川 辻次

1 明倫 ニュージュピター 直人ｸ ジョイｸ 楓ｸ

2 Ｔ.Ｖ.Ｄ ホワイト 池田Ｍ・Ｃ 球愛ｸ 金岡ｸ

3 北豊島ｸ 千里西丘 旭ヶ丘 摂津ｸ クイーンｸ

4 新大阪ｸ クローバー エリアル まどか 白鷺チーム

5 プレジャーズ ＴＭＶＣ ヘクトウイン フェニックス 大冠ｸ

6 ウィズｸ 高石ｸ 畷ｸ 友呂岐 ＢＯＭＢＥＲ’Ｇ

森本 斎藤 小川 辻次 森本

1 カンナｸ 蛍池 輪ｸ ウインズ やなぎｸ

2 つくしｸ 中津ｸ 東住吉コスモス 神田ｸ 田川ｸ

3 カトレア 堅下さつき 生野フリーズ かおりｸ ワイルドスワン

4 スターｸ ブレイニー 寝屋川ワラベ トワエモア プラネット

5 浜寺ｸ 成田さつきｸ ＭＴＭｸ ピュアＶ.Ｃ 淡輪つつじ

6 さつきｸ ドナルド 曙川ｸ いちごｸ スマイルｸ

ＬＩＮＥ担当者名記載

　　　Ａ６ 　　　Ａ７ 　　　Ａ８ 　　　Ａ９ 　　　Ａ１０

　　　　Ａ１　 　　　Ａ２ 　　　Ａ３ 　　　Ａ４ 　　　Ａ５

　　　Ａ１１ 　　　Ａ１２ 　　　Ａ１３ 　　　Ａ１４ 　　　Ａ１５

　　　Ａ１６ 　　　Ａ１７ 　　　Ａ１８ 　　　Ａ１９ 　　　Ａ２０



守屋 木田 伊藤 小林 轟

1 岡山 チャチャ 西淀ｸ うらら あびこｸ

2 千島パークｸ クイール 鷲ｸ ステップアップ ｸＯＺ

3 東平ｸ キララ ふじなみ 心 ノア

4 優会 中野 南港ｸ 英田南ｸ 東三国どんぐり会

5 パワフル ル・ソレイユ シーズ 虎手爪 Ｔ・Ｍ・Ｇ

6 メヌリーズ 新金岡ｸ 小松ｸ 九条ｸ バンビーナ

山下 守屋 木田 伊藤 小林

1 わかたけ 大東ｸ 南田辺バリアント 西ｸ アゲイン

2 ＲＵＮ 泉さつきｸ 登美丘東ｸ キャノンｸ ＡＭｸ

3 ドルフィン すず堀江 新浅香山 墨江フレンズ 新大阪ステップ

4 精華ｸ くるみｸ 球友会 松原ｸ ミンツ

5 シャネル マロンｸ ユニティ ミックスｸ Ｃ・ピース

6 東羽衣ｸ ＲＩＮ 銀嶺ｸ 明光ｸ とまとｸ

轟 山下 斎藤 小川 辻次

1 朋友 須牟地ｸ Ｂｅａｎｓ チーム・グレイス Ｔ．Ｌｸ

2 チームフォルツ 交野友愛ｸ イーグルｸ 城東ｸ 恵我ｸ

3 リンバー ＰＲＩＭＵＬＡ レディースｸ 蓮の実 セイヨー

4 エースｸ 美輪ｸ レモンｸ 太陽 金田ｸ

5 狭山東 拓海ｸ るびぃ ときわ ミルキィ

6 Ｈｉｔ ゴースト 清水フレンズ ヴィッツ 菫

森本 斎藤 小川 辻次 森本

1 誠ｸ 紫咲ｸ ステップ Ａｐｐｌｅ クイーン

2 ＭＫｃ ＳＰＡＲＫＹ Ｔ’ｓ 明日香ｸ シャロームさぼてん

3 南百ｸ ＭＩＨ サンフラワー 八尾ＷＩＮＧ チームファニー

4 岸和田エース 泉丘 玉川ｸ みなとｸ 克明

5 アズ ポートレディース ｆｉｎｅ 加賀屋東 東中浜ｸ

6 百舌鳥ｸ Ｒｏｘ レッツ 花園フレンズ ハート

　　　Ｂ２０

Ｂクラス　　１２０チーム

　　　Ｂ１ 　　　Ｂ２ 　　　Ｂ３ 　　　Ｂ４ 　　　Ｂ５

　　　Ｂ１０

　　　Ｂ１１ 　　　Ｂ１２ 　　　Ｂ１３ 　　　Ｂ１４ 　　　Ｂ１５

　　　Ｂ６ 　　　Ｂ７ 　　　Ｂ８ 　　　Ｂ９

　　　Ｂ１６ 　　　Ｂ１７ 　　　Ｂ１８ 　　　Ｂ１９　



Ｃクラス　　４９チーム

森川 小川 辻次 小野 山下

1 Ｔｅａｍ空 Ｂｅｇｉｎ Ｄｅｖｉｌｓ Ｂｅｌｉｅｖｅ Ｎｏｉｓｙ

2 ファイアーアサヒ 苗代ｸ コパイン ＭＡＴＥＳ パル

3 ＢＥＲＲＹ’Ｓ 桑津ｸ ＳＩＮｸ ＫＩＷＡＭＩ ＶＩＴＯＲＩＡ

4 スカイブルー 凛空 ＣＯＶＳＥＲＶＡ Ｅｍｍｙ’ｚ ユニティ・Ｓ

5 まりも 平西ｸＡ Ｆ.ＢＬＯＯＭ 鯰江東Ｖ．Ｂ．Ｓ． ＰＩＮＫＹ

6 ＳＨＡＤＯＷ つぼみｸ 新苗代ｸ ＳＥＮ.Ｐ ＷＥＥＤ

森川 森川 小川 小川

1 フォルテシモ エイプリル ピーチ ＲＥＹ

2 しろっぷぅ ｆｕｎ 岸和田ちきり

3 鳥飼西 ｐｏｐｃｏｒｎｓ Ｃ・ピース（Ａ）

4 ちゃちゃまる 南ｸ リンダ

5 ＳＥＡＳＯＮ チームＳＨＩＮ ＺＯＯｸ

6 新高 近小ダッシュ 好きやねん大浜

      ２０２１年度 春季クラス別リーグ戦大会ランク表シルバー１２７チーム

森本 山上 守屋 紙野 伊藤

1 てんてこ舞 マンボウ チームリアン 高倉ｸ キャノンｸ

2 もみじ 和泉 ＳＭＧ 枚方ｸ メビウス

3 大和川 みにゅおん ＷＳいしきり ＫＡＫ ちーむあっと

4 チャレンジ パラソル ＨＡＮＡ エコ九条 なみはや

5 雫 Ｆｉｎａｌ 西Ｂ’ ことぶき くるみｸ

6 純 彗星ｸ しじょうなわて ぽると チャンス

ＬＩＮＥ担当者名記載

　　　Ｃ６　 　　　Ｃ７ 　　　Ｃ８ 　　　特組

　　　Ｃ１ 　　　Ｃ２ 　　　Ｃ３ 　　　Ｃ４　 　　　Ｃ５　

　　　１ 　　　２ 　　　３ 　　　４ 　　　５



松元 森本 山上 森川 森川

1 渚ｸ レインボー 成田さつきｸ 摂津 ＴＥＡＭ ＹＯＮＥＤＡ

2 ゼロ 翼 ＫＯＫＯ 朋友Ｖ シャネル・ダッシュ

3 大東ｸ Ｅｸ ＭＴＯ 泉佐野 パピヨン

4 吹田青山 ミッキー フレッシュ・サン ＳＨＩＮＥ ＯｎｅＰｉｅｃｅ

5 るびぃＳ ポピンズ 花梨 大冠ＷＩＮ 〆

6 つるみ フォーユー 高槻川西 さやか Ｂ－ウインズ

小川 辻次 小野 山下 木田

1 島本チェリイズ どーなつ いけだＶＣ ＦＵＮ たんぽぽ

2 平野セピア 阿倍野ｸ Ｇ.リンバー 克明シニア リサイクル・メイト

3 北豊島Ｓ 味原ｸ ＰＩＮＣＨ 東三国どんぐり 東羽衣ｸ

4 ペッパー エースｸＳ サンｸ ＴＳｸ いそぶき

5 チーム山下 ＭＫ ららら ＳＵＭＩＥ Ｇｏｏｆｙ

6 ＬＩＮＫ 北友会 パールｸＡ フレンズ のぞみ

森川 小川 辻次 小野 山下

1 宴ＪＯＹ 鷹 シスターズ ＨＹＧＫ やなぎふぁみりぃ

2 宙 新北島ｸ Ｏｌｉｖｅ アッププリティーズ ハッピー住吉

3 クラウン Ｏｖｅｒｓｕｎ ＴＥＮＳＨＯ ピーターｸ すごろくｸ

4 ＳＮＯＯＰＹ ヤマト ＡＭｐｌｕｓ ＣＬＯＵＤＮＩＮＥ Ｓ.ＢＬＯＯＭ

5 ＫＯＫＯＲＯ ＵＮＩＴＥ 和み 楓ｸ モグモグ

6 Ｐｅａｃｈ ユニティ・ＳＡ 大工大ＡＣＣ 岸和田ちきり ＭＡＧＩＣＳ

斎藤 斎藤

1 Ｆａｍｉｌｙ 桧.ＲⅢ

2 大浜ｸ Ｂａｃｃｈｕｓ

3 新大阪ステップ

4 てんてこ舞Ａ

5 放出ｸ

　　　６ 　　　７ 　　　８ 　　　９ 　　　１０

　　　１６ 　　　１７ 　　　１８　 　　　１９ 　　　２０

　　　１１ 　　　１２ 　　　１３ 　　　１４ 　　　１５

　　　２１ 　　　特組



     ２０２１年度 春季クラス別リーグ戦大会ランク表  ゴールド ７２チーム 　　

紙野 伊藤 松元 森川 斎藤

1 まめちゃんズ 高倉ｸＢ チャンスや堺 岸和田エース いそぶきＧ

2 おれんじ組 ＣＯＳＭＯＳ 八尾志紀 つるみＧ ぽると

3 和泉 みにゅおん あっぷあっぷ さやかＧ いけだＶＣＧ

4 ひまわり 吹田青山 るびぃＧ ＴＲＹ 渚ｸ

5 雫 てんてこ舞 くるみｸ もみじ 南港Ｓｸ

6 枚方ｸＧ 華 シャネル ワイン パールｸ

守屋 紙野 伊藤 松元 森川

1 蓮 帝塚山ベラミ ロイヤルＧ ＳＭＧ Ｇリサイクル

2 レディバード ｙｕｚｕ るびぃピンクＧ あーる ＴＳｸ

3 フレッシュ・サンＧ 味原 エコ九条 Ｃ・ピース つぼみ

4 Ｍｸ Ｇｒａｎｄ-ｍａ ａｎｇｅｌｓ フォーユー ＵＦＯ

5 鷹鷲 ワンスモア ミッキー 摂津ゴールド おっとっと

6 あんず 岸和田ちきり ほたるｸ リンバー 彗星

斎藤 木田

1 花乃井ｸ ゆにおん

2 ピーターｸ Ｆｉｎａｌ

3 社 ＳＫＩＰ

4 あべのわかば 和み

5 ＴＥＡＭ ＹＯＮＥＤＡ ＨＡＮＡ

6 マンボウ Ｍａｎｔｉｓ

ダイヤモンド　　２４チーム 　　 プラチナ７チーム

守屋 紙野 伊藤 松元 守屋

1 蓮 ベラミ 岸和田エース すごろく 蓮

2 岸和田ちきり 枚方ダイヤ かしわら Ｄ．ワンスモア 楽友Ｐ

3 青山 るびぃダイア つくし オーロラ すごろく

4 蘭 かんなＶ・Ｃ ピース 楓クラブ るび友

5 ひまわり 楽友 フレッシュ・サンＤ Ｂｅ Ｄ・Ｆ 岸和田ちきり

6 絆 北友ｸ 北友会ブルー 南港Ｄ 桜

7 フレッシュ・サンＰ

　　　１ 　　　２ 　　　３ 　　　４ 　　　５

ＬＩＮＥ担当者名記載

　　　４ 　　　プラチナ

　　　６ 　　　７ 　　　８　 　　　９ 　　　１０

　　　１１ 　　　１２

　　　１ 　　　２ 　　　３　


