
男子ダブルス 本選トーナメント（７／６） 
１．山岸 稠明 (Team よっしゃああ～)                                                 山添 彰三 (たつべﾊﾟｰｸ TC)   ．17 

梅川 和哉 (Team よっしゃああ～)         6                        7           宮本 和哉 (たつべﾊﾟｰｸ TC) 

２． Ｂｙｅ                                                          Ｂｙｅ           ．18 

                                       6     1 

３．高松 辰徳 (たつべﾊﾟｰｸ TC)        6                          6      池田 政隆  (J.T.C)      ．19 

  田口 泰啓 (たつべﾊﾟｰｸ TC)                                          垣本 武美  (J.T.C) 

４．伊達 義剛 (ぎゃんぐすたぁず)               1                        6            松本 義史 (ぎゃんぐすたぁず)   ．20 

  中村 正樹 (ぎゃんぐすたぁず)           2             6    7            2       井中家 誠人(ぎゃんぐすたぁず) 

５．岡  統三 (ｱｸﾃｨｽ TS 海南)       6                         5      中口 倫夫 (たつべﾊﾟｰｸ TC)   ．21 

木下 睦   (ｱｸﾃｨｽ TS 海南)           1                  0         大岡 宏忠 (たつべﾊﾟｰｸ TC) 

６．松下 喜臣 (TC 四季)                                             山本 一仁 (ｱｸﾃｨｽ TS 海南)   ．22 

    薮  幹浩 (TC 四季)            3                          7     小川 泰弘 (ｱｸﾃｨｽ TS 海南) 

７．木路 雄紀 (たつべﾊﾟｰｸ TC)        0      1            6               Ｂｙｅ           ．23 

  梶本 大貴 (たつべﾊﾟｰｸ TC) 

８．下村 知雄 (海南市役所 TC)              6                     6           温井 久之  (住友金属)      ．24 

  岩崎 亮   (海南市役所 TC)          6         6         3                 小野山 誠  (住友金属) 

９．吉川 幸永 (たつべﾊﾟｰｸ TC)                                  wo    品川 友紀  (W.P.R)      ．25 

  山野 博志 (たつべﾊﾟｰｸ TC)            6                   0         平松 利史  (W.P.R) 

10． Ｂｙｅ                                                         Ｂｙｅ            ．26 

                      6      6 

11．山野 修志 (ｱｸﾃｨｽ TS 海南)       3                         2      岡本 拓弥 (たつべﾊﾟｰｸ TC)   ．27 

  宮下 好史 (ｱｸﾃｨｽ TS 海南)                                        中尾 信喜 (たつべﾊﾟｰｸ TC) 

12．平川 太一 (J.T.C)                  2                  6       畑中 正  (海南市役所 TC)    ．28 

  楠岡 暢彦 (J.T.C)               6                         6      瀧谷 雅彦 (海南市役所 TC) 

13．平田 繁樹 (住友金属)             6        3     5          5     西本 彰吾  (PRISM)     ．29 

  梅本 吉夫 (住友金属)                6                   6        佐武 利明  (PRISM) 

14．岡田 昭宏 (PRISM)                                              中尾 晴信  (TC 四季)     ．30 

  池田 正之 (PRISM)             3                          7     前北 政智  (TC 四季) 

15． Ｂｙｅ                              0            4             Ｂｙｅ           ．31 

   

16．山田 雅昭 (たつべﾊﾟｰｸ TC)           0                    4          奥田 一之  (たつべﾊﾟｰｸ TC)  ．32 

  新宅 宏章 (たつべﾊﾟｰｸ TC)       wo                               佐々中 英典 (たつべﾊﾟｰｸ TC) 

 

                 1R 2R QF SF  F  SF QF 2R 1R 



女子ダブルス 本選トーナメント（７／６） 
 

１． 土山 規子  (ｱｸﾃｨｽ TS 海南)                               6        神野 由加利 (たつべﾊﾟｰｸ TC)．９ 

小野山 泰三子(ｱｸﾃｨｽ TS 海南)                                         秋月 公子  (たつべﾊﾟｰｸ TC) 

                                            6             4        

２． Ｂｙｅ                                                            保田 頼子  (J.T.C)    ．10 

                                                               1        北井 一美  (J.T.C) 

                                          7   6  

３．神前 久美子 (PRISM)              4                       1       林  享子  (ｻｯﾄ STC)   ．11 

    硲  安由実 (PRISM)                                               古田 真貴子 (ｻｯﾄ STC) 

                                       0       6 

４．佐武 由佳子 (TC 四季)                                               佐原 由紀  (ｳｴﾝﾃﾞｨ)    ．12 

  菱川 敬子  (TC 四季)              6                       6        澤井 栄美  (ｳｴﾝﾃﾞｨ) 

                      3      6 

５．橋本 二美 (たつべﾊﾟｰｸ TC)          6                       5        松井 由佳  (J.T.C)    ．13 

    宮本 由子 (たつべﾊﾟｰｸ TC)                                           大岡 三恵  (J.T.C) 

                                        2       2 

６．土井 和枝  (Team よっしゃああ～)                                                  郷地 瑞穂 (TC 四季)    ．14 

  宮本 多鶴子 (Team よっしゃああ～)         4                              7         植月 里枝 (TC 四季) 

                                          6   3  

７．上村 順子  (PRISM)               6                                Ｂｙｅ         ．15 

    西山 恭子  (PRISM)                                                

                                        6       6 

８．奥村 久美  (J.T.C)                                                辻本 美恵子(ｱｸﾃｨｽ TS 海南) ．16 

森  万理  (J.T.C)                 1                             山野 睦子 (ｱｸﾃｨｽ TS 海南) 

 

 

 

                   1R  QF  SF  F  SF  QF  1R 

                

 

 

 

 

 



男子ダブルス コンソレション（７／６） 
１．山野 修志 (ｱｸﾃｨｽ TS 海南)   6               6    岡本 拓弥 (たつべﾊﾟｰｸ TC)   

宮下 好史 (ｱｸﾃｨｽ TS 海南)                6      中尾 信喜 (たつべﾊﾟｰｸ TC) 

２．中口 倫夫 (たつべﾊﾟｰｸ TC)                        西本 彰吾  (PRISM)   

  大岡 宏忠 (たつべﾊﾟｰｸ TC)   4     4    4      2     佐武 利明  (PRISM) 

３． Ｂｙｅ                           3    木路 雄紀 (たつべﾊﾟｰｸ TC) 

梶本 大貴 (たつべﾊﾟｰｸ TC) 

４． Ｂｙｅ                  0-6    4        高松 辰徳 (たつべﾊﾟｰｸ TC) 

6    田口 泰啓 (たつべﾊﾟｰｸ TC) 

５． Ｂｙｅ                                 Ｂｙｅ         

                    0          1 

６．松下 喜臣 (TC 四季)                           岡田 昭宏 (PRISM)   

  薮  幹浩 (TC 四季)                           池田 正之 (PRISM) 

７． Ｂｙｅ                6    6            奥田 一之  (たつべﾊﾟｰｸ TC)  

佐々中 英典 (たつべﾊﾟｰｸ TC) 

８．松本 義史 (ぎゃんぐすたぁず)       6             6            Ｂｙｅ         

  井中家 誠人(ぎゃんぐすたぁず) 

                

 

 

 

女子ダブルス コンソレション（７／６） 
１．保田 頼子  (J.T.C)                    6    土井 和枝  (Team よっしゃああ～)．５ 

北井 一美  (J.T.C)          7      3        宮本 多鶴子 (Team よっしゃああ～) 

２． Ｂｙｅ                  6-3          松井 由佳  (J.T.C)    ．６ 

7    大岡 三恵  (J.T.C) 

３．神前 久美子 (PRISM)    1                   Ｂｙｅ          ．７ 

硲  安由実 (PRISM) 

４．奥村 久美  (J.T.C)          5      6        林  享子  (ｻｯﾄ STC)  ．８ 

  森  万理  (J.T.C)      6                  古田 真貴子 (ｻｯﾄ STC) 

優 勝 奥田 一之  佐々中 英典 (たつべﾊﾟｰｸ TC) 

準優勝 松本 義史 井中家 誠人 (ぎゃんぐすたぁず) 

 
優 勝 保田 頼子 北井 一美 (J.T.C) 

準優勝 林  享子 林  享子 (ｻｯﾄ STC) 
 

 


