
 

 

 

田畑   友美（ＰＰ'Ｓ）16 小林 みゆき（舞ｸﾞﾘｰﾝ）

W.0 30 木村 真奈子（共栄学園）小林 田畑
6-3 6-1 31 ＢＹＥ

32

13 梅林　 咲甫（舞ｸﾞﾘｰﾝ） 6-2 6-1
梅林

14 松本   ゆみ（舞市役所） 6-3

15 ＢＹＥ

6-0 6-0 28 上西　 佳代（舞ｸﾞﾘｰﾝ）小林 松本

29 有吉　 麻子（舞ｸﾞﾘｰﾝ）木村

27 高西　 弘子（アドバン）小野 高西

26 ＢＹＥ小野 松本10 ＢＹＥ

11 藤原　 晴香（共栄学園） 6-4 6-1

12 小野　   恵（舞ｸﾞﾘｰﾝ）

25 松本 明日香（舞ｸﾞﾘｰﾝ）

8 高嶋 加代子（舞ｸﾞﾘｰﾝ） 6-0
小林 松本

9 足立 真理子（舞ｸﾞﾘｰﾝ） 7-6
(4)

6-1

6-1 23 ＢＹＥ高嶋

24 川崎　 陽子（舞ｸﾞﾘｰﾝ）

22 児玉 香代子（舞市役所）高嶋 川崎

児玉

6 西垣 多佳子（コリンズ） 6-2 6-2

7 高橋　 亜紀（アドバン） 6-0

津田　 和恵（舞ｸﾞﾘｰﾝ）松本 津田

5 土田 衣利奈（共栄学園） 6-2 7-6
(2)

21 古井　   萌（舞ｸﾞﾘｰﾝ）西垣

6-3 優 勝 6-0 20

19 今儀　 和子（板ガラス）肥後 津田

18 ＢＹＥ松本 津田2 ＢＹＥ

3 川渕 小百合（海 自） 6-2 7-5

4 肥後 佳世子（舞ｸﾞﾘｰﾝ）

17 山中　 夏海（共栄学園）

8-2
松田･神戸

31 ＢＹＥ 9-7

32 梅田   佳信（西村T企画）山本   耕平（西村T企画）

W.O
松田･神戸

29 松田　 大作（サニー） 神戸　 俊也（にわだま） 8-4
松田･神戸

30 池田　   茂（保安学校） 松尾   映正（保安学校）

8-3
西 ･大中

27 山下　 拓海（峰山高校） 中垣　 健哉（峰山高校） 8-1
武内･西村

28 武内   篤也（フレンズ） 西村   晃成（舞ローン）

25 西　   裕司（海 自） 大中　   真（海 自） 西 ･大中

26 新宮　 祥正（舞ローン） 貞由　 和範（舞ローン）

8-5
上原･井上

23 ＢＹＥ 8-1

24 上原　 康裕（ＹＴＣ） 井上　 幸紀（ＹＴＣ）

9-8
(5) 上原･井上

21 藤村　 公平（峰山高校） 辻　   大希（峰山高校） 8-5
藤村･ 辻

22 深谷　 尭希（共栄学園） 伊藤　 龍汰（共栄学園）

8-0
林 ･小野

19 林　   泰弘（舞ｸﾞﾘｰﾝ） 小野 遼太郎（舞ｸﾞﾘｰﾝ） 8-4
林 ･小野

20 山本　 英和（ＹＴＣ） 足立　 尚哉（ＹＴＣ）

優 勝
17 有本   和彦（ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ） 吉田　 浩人（ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ） 有本･吉田

18 安井　   健（峰山高校） 井上　 裕史（峰山高校）

西村･岡田

15 ＢＹＥ 8-1

16 山口　 淳夫（アドバン） 余川　　 誠（アドバン）

西村･岡田

13 西村   恵介（西村T企画）岡田   裕昭（西村T企画） 8-4
西村･岡田

14 犬塚   信吾（板ガラス） 岡田   浩司（板ガラス） 8-2

梅林･岩本

11 太田 壮一郎（共栄学園） 山田　 崇仁（共栄学園） 8-1
清水･ 瀧

12 清水　 栄哉（海 自） 瀧　   知己（海 自） 8-5

9 梅林   憲道（朝暉TC） 岩本   辰弘（綾部ﾛｰﾝ）

10 ＢＹＥ

北野･小林

7 吉水　 一喜（府職舞鶴） 松下　 厚志（府職舞鶴） 9-7
北野･小林

8 北野　 裕介（ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ） 小林　 裕幸（アドバン） 8-0

大滝･栢分

5 長谷川 来夢（共栄学園） 奥　 壮一朗（共栄学園） 8-1
岡山･梶井

6 岡山　 芳朗（海 自） 梶井　   誠（海 自） 9-7

大滝･栢分

3 石原　   智（舞ｸﾞﾘｰﾝ） 野間　 一宏（舞ｸﾞﾘｰﾝ） 8-1
石原･野間

4 寺阪　 和真（峰山高校） 秋田　 健好（峰山高校）

栢分　   駿（舞市役所）

8-3

2 ＢＹＥ

一 般 男 子 ダ ブ ル ス

1 大滝 　直義（舞ｸﾞﾘｰﾝ）

一 般 女 子 シ ン グ ル ス

1 松本　 果歩（舞ｸﾞﾘｰﾝ）

第４２回 舞鶴テニストーナメント大会


