
一般男子シングルス

1R 2R 3R 4R SF F SF 4R 3R 2R 1R

（ サニーサイドアップTT ）（ 三菱重工神戸 ） 33.

2. bye

大越　崇典

bye

1. 青野　直樹

34.

（ 三菱重工高砂 ）（ FAB ） 35.

4. 橋本　和幸

西浦　健介3. 浅川　謙士郎

福田　矩章 （ 住友精化 ）（ 一般 ） 36.

（ ぐらんPa ）（ 在学 ） 37.

6. bye

高橋　賢治5. 髙原　大

bye38.

39.

8. 今井　一磨

bye7. bye

井上　実沙規（ 一般 ）（ 土山’S ） 40.

（ 三菱重工神戸 ）（ Noah IS　姫路 ） 41.

10. bye

丹羽　勇太9. 五十棲　悠介

bye42.

（ タルミグリーンＴＣ ） 43.

12. 浦辺　賢太郎

bye11. 副島　光昭

永久　正人 （ 三菱電機神戸 ）（ 広野田園TC ） 44.

（ NEC神戸 ）（ 富士通テン ） 45.

14. 門田　智志

延川　広13. 古川　貴浩

山口　卓也 （ サンランドロイヤルTC ）（ KTC ） 46.

47.

16. 山崎　純一

bye15. bye

福永　俊介 （ 土山’S ）（ ダブルベーグル ） 48.

（ 三菱重工神戸 ）（ Noah IS ） 49.

18. bye

藤井　慈敬17. 小島　勝志

bye50.

（ 神戸製鋼所 ）（ 三菱電機神戸 ） 51.

20. 鈴木　弘則

清原　崇之19. 岩田　悟志

福林　秀幸 （ タルミグリーンＴＣ ）（ トップラン ） 52.

（ 土山’S ）（ 三菱重工高砂 ） 53.

22. bye

羽田　圭寛21. 佃　祐弥

出井　健太 （ 広野田園TC ）54.

55.

24. 宗和　成司

bye23. bye

印部　泰男 （ 印部TC ）（ 土山’S ） 56.

（ 岩田特戦隊 ）（ 在勤 ） 57.

26. bye

岩田　卓馬25. 伊福　亮一

bye58.

59.

28. 松本　光也

bye27. bye

重田　京助 （ 三菱重工高砂 ）（ 住友精化 ） 60.

（ 富士通テン ）（ J-J-JACKS ） 61.

30. 佐々木　一就

服部　克征29. 木村　宣寿

小林　領 （ ダブルベーグル ）（ タルミグリーンＴＣ ） 62.

63.

32. 東野　日出海

bye31. bye

川端　幸治 （ サニーサイドアップTT ）（ 広野田園TC ） 64.



（１６ドロー）

川端　幸治 サニーサイドアップTT

大越　崇典 サニーサイドアップTT

BYE       

BYE       

田中　弘樹 ロイヤルヒル'81

藤重　友和 協同学苑

古川　貴浩 富士通テン

岩井　俊晴 一般

山本　純 丹波インドアTC

鈴木　弘則 トップラン

西浦　健介 三菱重工高砂

仁木　啓介 三菱重工高砂

青野　直樹 三菱重工神戸

藤井　慈敬 三菱重工神戸

岩田　悟志 三菱電機神戸

西村　巧 ルネサス三菱北伊丹

加藤　圭 三菱重工高砂

光嶋　裕輔 三菱重工高砂

小牧　裕加 T-Addict

吉井　康裕 Teamよっし～☆

小林　領 ダブルベーグル

山崎　純一 ダブルベーグル

堀田　淳嗣 I-RIVER'84TR

伊藤　健吾 I-RIVER'84TR

西岡　匡良 KPI

西岡　毅 KPI

菅原　聡 Advantage　TC

阿部　裕史 Advantage　TC

岸野　実 大阪ガス

山本　環太郎 大阪ガス

中野　慎太郎 Noah　IS

小島　勝志 Noah　IS

3

一般男子ダブルス

1

2

4

5

6

7

8

9
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16

13

14

15



（8ドロー）

（８ドロー）

榊　淳子 Teamよっし～☆

木村　絵奈 ㈱シーホース

BYE       

BYE       

松田　恵里奈 関西熱化学㈱

山川　恵子 O’ｚ

大川　裕希子 J-J-JACKS

矢木　菜都子 J-J-JACKS

高田　恵 人丸TC

脇本　郁子 富士通テン

牧浦　利恵 KPI

斉藤　真理子 KPI

BYE       

BYE       

山本　智子 丹波インドアTC

畑中　美里 丹波インドアTC

女子一般シングルス

1 松田　恵里奈 関西熱化学㈱

3 都出　淳子 トップラン

2 本岡　梨沙 トップラン

5 橋本　知枝 サニーサイドアップTT

4 高田　恵 人丸TC

7 岩﨑　京子 岩田特戦隊

6 野﨑　千代美 トップラン

8 脇本　郁子

女子一般ダブルス

1

富士通テン

2

5

6

7

8

4

3


