
第 23 回 男子クラブ対抗戦 選手一覧 
NO クラブ名 選 手 名 
１ アクティス海南 

Ａチーム 
木下 睦  岡 統三  山野 修志 田中 希 出口 貴浩 
西岡 晋作 小川 泰弘 宮下 好史 

２ アクティス海南 
Ｂチーム 

前田 孝明 佐々中 英典 前北 政智 津本 芳弘  
岡本 哲次 土井 教晴 宮崎 誠司 藤林 徹 

３ ストロベリー 
キッス 

小沢 弘 北村 忠義 梅本 吉夫 野口 英人 濱ノ上 嗣雄 
永井 栄一郎 石田 和彦 山下 義一 谷為 正太郎 岩橋  

４ 住友金属ＴＣ 
 

森川 隆 林 義弘 深海 健司 小野山 誠 松本 敏夫 矢野 義登 
温井 久之 森川 聡 上田 能久 平田 繁樹 榎原 清 飯田 純生 

５ Ｐ．Ｐ．Ｃ 
 

柳野 純夫 渡辺 健次 森 稔美 米田 敏明 板垣 建治 
岩崎 博  関井 浩義 西 健一 北村 久和 藤井 久也 

６ たつべＴＣ 
Ａチーム 

奥田 一之 橋本 俊彦 根木 茂次 平川 太一 楠岡 暢彦 
山田 雅昭 池田 正隆 的場 みちる 

７ たつべＴＣ 
Ｂチーム 

山添 彰三 宮本 和哉 吉川 幸永 山野 博志 橋本 隆典 
高木 繁彰 森 常徳 

８ Ｗ．Ｐ．Ｒ 
 

 平田 正美 濱 淳司 永井 明 上村 彰夫 平松 利史 
品川 友紀 森下 昌夫 

９ Team 
よっしゃああ～ 

山岸 稠明 梅川 和哉 中居 次郎 三木 勉 柳川 豊和 
合田 哲也 西山 徹  田辺 勝司  沖 賢二 

10 ＴＣ四季 
 

中尾 晴信 貴志 洋平 高平 和英 林 幹也 森 和幸 
山本 晋平 

11 海南市役所 
Ａチーム 

坂部 泰生 畑中 正 下村 知雄 廣 拓志 松本 義史 
中村 正樹 井川 勝利 

12 海南市役所 
Ｂチーム 

中西 敏博 芝村 幸志 立花 幸晴 田尻 明彦 東上 順好   
田幡 好章 畠中 照一 口井 康秀 

13 コスモ石油ＴＣ  中納 亮介 大岡 宏忠 米澤 明彦 西本 三夫 島田 雄二 
 宮本 昌仁 浜端 純二 在本 修三 

14 智辯学園和歌山 
Ａチーム 

 黒川 裕生 森竹 章公 二出川 弘樹 吉原 隆仙 斉藤 吉紀 
 田中 雄也 西村 博邦 

15 智辯学園和歌山 
Ｂチーム 

 園村 純  小堀 陽平 上村 ゆう也 坂口 雄亮 志波 大輝 
 柳岡 開地 岩本 良平 岡本 真司 

第５回 女子クラブ対抗戦 選手一覧 

 クラブ名 選 手 名 
１ マーメイド 

 
犬塚 浩美 上野 佳恵子 岩橋 瑞子 宮田 みどり 
前 恵子 片山 真理 

２ アクティス海南 
 

田井 睦美 小谷 里枝子 川端 圭子 山野 睦子 辻本 美恵子 
寺島 弘子 津田 順子 上山 真由美 

３ ＰＰＣ 
 

福井 篤子 片桐 富美子 中芝 多佳子 渡辺 照子 和中 由夏 大谷 昌子 
中西 順子 斉藤 由紀 米田 三枝子 久保 純子 阪中 真由美 三井 里美 

４ たつべＴＣ 
 

橋本 二美 奥村 久美 佐原 由紀 藤代 恵美 宮本 由子  
山西 佳代 山田 真知子 八幡 慶子 

 



男子本戦トーナメント 
１．Team よっしゃああ～                                      ストロベリーキッス   ．９ 
                            9:00 
２． Ｂｙｅ                          智辯学園和歌山Ａチーム ．10 
               10:30               12:00 
３．Ｐ．Ｐ．Ｃ                         コスモ石油ＴＣ     ．11 
                          9:00                          10:30 
４．海南市役所Ｂチーム                     住友金属        ．12 
 
５．たつべＴＣ Ａチーム                    海南市役所Ａチーム   ．13 
                          9:00             9:00 
６．智辯学園和歌山Ｂチーム                   アクティス海南Ｂチーム ．14 
                              10:30        10:30 
７．Ｗ.Ｐ.Ｒ                          たつべＴＣ Ｂチーム  ．15 
                          9:00             9:00 
８．アクティス海南Ａチーム                   ＴＣ 四 季       ．16 
 
 
                             1R  2R  SF  F  SF  2R  1R 
 
 

男子コンソレション（12：00～予定） 

１．                                          ．５ 
                             12:00                  12:00 
２．                                          ．６ 
 
３．                                          ．７ 
                            12:00 
４．                                          ．８ 
 
 

女子リーグ戦 
 
 

マーメイド 
 

アクティス海南 
 

ＰＰＣ 
 

たつべＴＣ 
 

マーメイド 
 

 10:30 12:00 13:30 

アクティス海南 
 

10:30  13:30 12:00 

ＰＰＣ 
 

12:00 13:30  10:30 

たつべＴＣ 
 

13:30 12:00 10:30  

 


