
61 62

60 64

64 64

63 60

64 63

60

63 63

61

63 60

64 62

62 62

64 63

63 63

64 63

62 62

62 61

76(3) 62

62 61

64 62

60

64 76（3）

76(5)

62 63

61 62

60 63

61 76(6)

60 62

33

2 ＢＹＥ 　　 ＢＹＥ 　　 34

一般男子　シングルス　

1 福永 俊介 土山’Ｓ 青野 直樹 三菱重工 神戸

本倉 

4 和田 健太郎 関西学院大学 日坂 幸一朗 ＩＣＵ 36

3 岩田 卓馬 岩田特戦隊 羽田 圭寛 土山’S 3536 63 75

6 野島 直幸 丹波インドアTC 村瀬 睦典 タキロン 38

5 有田 知史 グローリー 石川 達也 アシックス 37

8 東野 日出海 広野田園TC 宗和 成司 土山’Ｓ 40

7 北山 裕教 アシックス ＢＹＥ 　　 39

10 ＢＹＥ 　　 三谷 渉 富士通テン 42

9 平田 孝央 グローリー 小島 勝志 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｰｽﾃｰｼﾞ 41

12 加藤 晴信 三菱電機　神戸 藤田 浩一 グローリー 44

11 印部 泰男 印部ＴＣ 岡村 麻人 一般 43

14 田中 優一 尼崎信用金庫 八木 武志 ダイセル 46

13 村上 豪一 ﾀﾙﾐｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 藤井 慈敬 三菱重工 神戸 45

16 中本九邦 ダイハツ工業㈱ 大越 崇典 ｻﾆｰｻｲﾄﾞｱｯﾌﾟＴ.Ｔ 48

15 ＢＹＥ 　　 ＢＹＥ 　　 47

18 ＢＹＥ 　　 ＢＹＥ 　　 50

17 川端 幸治 ｻﾆｰｻｲﾄﾞｱｯﾌﾟＴ.Ｔ 金瀬 寛志 星和高原ＴＣ 49

20 浦辺 賢太郎 広野田園TC 江藤 宏文 ｻﾆｰｻｲﾄﾞｱｯﾌﾟＴ.Ｔ 52

19 木下 芳彦 三菱重工 神戸 中根 修平 一般 51

22 清原 崇之 神戸製鋼所 菊地 陽 クアドリフォリオ 54

21 佐藤 大行 グローリー 岩田 悟志 三菱電機　神戸 53

24 上田 威 三菱電機　神戸 出井 健太 広野田園TC 56

23 延川  広 NEC神戸 ＢＹＥ 　　 55

26 ＢＹＥ 　　 山崎 純一 ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙ 58

25 松本 光也 住友精化 家高 秀紀 土山’S 57

28 長浜 功明 クアドリフォリオ 高橋 賢治 ぐらんPa 60

27 柿崎 仁志 太子ＴＣ 田窪 謙一 三菱重工 神戸 59

30 石堂 和也 (株)漆山企画 中 浩二郎 尼崎信用金庫 62

29 村上 大喜 多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝＴＣ 橋本 和典 一般 61

32 本倉 和弥 土山’Ｓ 野﨑 祐一 グローリー 64

31 ＢＹＥ 　　 ＢＹＥ 　　 63



川端 幸治 ｻﾆｰｻｲﾄﾞｱｯﾌﾟＴ.Ｔ 本倉 和弥 土山’S

大越 崇典 ｻﾆｰｻｲﾄﾞｱｯﾌﾟＴ.Ｔ 菊地  陽 クアドリフォリオ

　　 　　
  

小牧 裕加 アクトス 64 64 　　

山崎 純一 アクトス  

柿崎 仁志 太子ＴＣ 61 嶋村 健吾 三菱重工　神戸

津田 知英 太子ＴＣ 田窪 謙一 三菱重工　神戸

中 浩二郎 尼崎信用金庫 62 61 佐藤 大行 グローリー

田中 優一 尼崎信用金庫 野﨑 祐一 グローリー

　　 63 阿部 裕史 ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

 菅原  聡 ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

　　 W.O 75 　　
  

上田  威 三菱電機　神戸 吉井 康裕 ｔeam よっし～☆

田中 弘樹 ロイヤルヒル’81TC 木村 裕明 ｱｲリバー’81ＴＲ

青野 直樹 三菱重工　神戸 64 63 堀田 淳嗣 ｱｲリバー’81ＴＲ

木下 芳彦 三菱重工　神戸 伊藤 健吾 ｱｲリバー’81ＴＲ

　　 　　
  

山本  純 丹波インドアＴＣ 75 76(5) 浦辺 賢太郎 広野田園TC

鈴木 弘則 トップラン石守 出井 健太 広野田園TC

長浜 功明 クアドリフォリオ 64 62 福田 豊実 三菱重工　神戸

難波 良太 クアドリフォリオ 佐藤 雄介 三菱重工　神戸

藤田 浩一 グローリー 61 63 和田 伸弘 ドラゴンＤ・Ｔ・Ｃ

平田 孝央 グローリー 高橋 大定 ドラゴンＤ・Ｔ・Ｃ

印部 泰男 印部ＴＣ 61 60 大屋  章 富士通テン

斉藤  穫 印部ＴＣ 高井 智弘 富士通テン

　　 64 63 　　
  

中本 九邦 ダイハツ工業㈱ 中野 慎太郎 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｰｽﾃｰｼﾞ

福永 俊介 土山’Ｓ 小島 勝志 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｰｽﾃｰｼﾞ

3 ＢＹＥ 19

4 20

5 21

一 般 男 子　ダ ブ ル ス

1 17

2 ＢＹＥ ＢＹＥ 18
本倉・菊地

61 57 61

8 24

9 25

10 ＢＹＥ ＢＹＥ 26

6 ＢＹＥ 22

7 ＢＹＥ ＢＹＥ 23

16 32

14 30

15 ＢＹＥ ＢＹＥ 31

11 27

12 28

13 29



63

63 64

60

62 64

60 60

61 62

64

榊　淳子 team よっし～☆ 田窪 真弓 三菱重工　神戸

木村 絵奈 （株）ｼｰﾎｰｽ 木下 咲子 三菱重工　神戸

ＢＹＥ 　　 ＢＹＥ 　　

    

斉藤 真理子 南淡ＬＴＣ 61 61 ＢＹＥ 　　

牧浦 利恵 南淡ＬＴＣ   

細見 美佐 ＰＰ’Ｓ 61 松田 恵里奈 関西熱化学

田畑 友美 ＰＰ’Ｓ 森 サトミ Ｔｅａｍ　Ｅ

稲角 典子 三菱電機 神戸 64 W.O 湊 朱美 Ｔｅａｍ　Ｌｅｅ

鈴木　生 ぐらんPa 植野 啓子 Ｔｅａｍ　Ｌｅｅ

ＢＹＥ 　　 75 波野 智子 Ａｄｖａｎｔａｇｅ　ＴＣ

  田口 恵子 Ａｄｖａｎｔａｇｅ　ＴＣ

ＢＹＥ 　　 62 61 ＢＹＥ 　　

    

高田 恵 人丸テニスクラブ 磯奥 詞子 トップラン

脇本 郁子 富士通テン 北野 由子 トップラン

一 般 女 子　シ ン グ ル ス

1 松田 恵里奈 関西熱化学 佐藤 陽子
松田

ドラゴンＤ・Ｔ・Ｃ 9

2 ＢＹＥ 　　 中野 利香 ラブオール 10
64 64

11

4 高田 恵 人丸テニスクラブ 稲角 典子 三菱電機 神戸 12

3 牧浦 利恵 南淡ＬＴＣ ＢＹＥ 　　

13

6 野﨑 千代美 トップラン 田窪 真弓 三菱重工　神戸 14

5 斉藤 真理子 南淡ＬＴＣ 本岡 梨沙 トップラン

15

8 村上 陽子 神戸ローンＴＣ 脇本 郁子 富士通テン 16

7 花﨑 稚也 パインテニスクラブ ＢＹＥ 　　

一 般 女 子　ダ ブ ル ス

1 9

2 10
75 61

榊 ・木村

3 11

4 12

5 13

6 14

7 15

8 16


