
 

 

8-1 47 武田   正利（ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）岡田 武内

48 武内   篤也（フレンズ）8-4 8-3

22 工藤   博隆（アドバン） 8-1 8-3

23 岡田   浩司（板ガラス） 8-4

24 有本   和彦（ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ）

岡田

45 犬塚   信吾（板ガラス）栢分 武内

46 椎野　 将壽（舞鶴高専）武田

岡羽 弥寿志（アドバン）栢分 犬塚
8-1 44 ＢＹＥ

19 栢分     駿（舞市役所）

20 ＢＹＥ 8-2

21 中村　 成志（舞鶴高専）

ＢＹＥ上河 芝
8-6 8-2 42 芝    勇翔（海  自）

43

18

39 吉水   一喜（府職舞鶴）上河 芝
W.O

40 山中   智士（ﾌｫｰﾃｲｰﾗﾌﾞ）

41

上河   周二（ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ）

13

16 大西　 主税（舞鶴高専） 8-6

若生

17 秋友     厚（舞ローン） 8-2

14 泉　   嵩大（舞鶴高専） 8-3 8-4
上林

15 上林   茂信（ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ） 8-0

8-0
秋友

北野   裕介（アドバン）

37 山副   飛雄（舞ｸﾞﾘｰﾝ）山副

35 小澤　 聖人（舞鶴高専）

8-1

38 清水   優汰（舞鶴高専）清水

36

大滝 岡本

岡本

11 河原   佑樹（板ガラス） 8-0 8-0

12 大滝   直義（舞ｸﾞﾘｰﾝ） 8-2

8-4 33 和田     弘（板ガラス）大滝 岡本
8-1 8-4 34 岡本   大樹（朝  暉）

9 八坂　 直哉（舞鶴高専）

10 小林   裕幸（アドバン） 小林

31 高田　 悠生（舞鶴高専）江宮 優 勝 山崎
8-1 8-0 32 山崎     浩（アドバン）山崎

7 江宮   文夫（舞ローン）

8 ＢＹＥ

29 ＢＹＥ澤田 奥
W.O 8-2 30 奥   壮一朗（舞ｸﾞﾘｰﾝ）

白磯     寛（板ガラス)松田 奥

28 伊藤　 大洋（舞鶴高専）

西村   恵介（西村T企画）松田 西村晃

2 細見　 法正（舞鶴高専） 8-2 2-5
(R)

26 西村   晃成（舞ローン）藤野

25

西村

3 藤野   浩之（板ガラス） 8-4 8-4

4

27

1
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澤田　 大智（舞鶴高専） 8-2 8-4

松田   大作（舞ｸﾞﾘｰﾝ）

ＢＹＥ

塩尻   拓郎（ﾌｫｰﾃｲｰﾗﾌﾞ）

田畑･松屋

新治･廣瀬

一般男子シングルス

竹内･大槻
8-0

若生   直人（西村T企画）

5

6

足立･高嶋

山口･高西

8-4
津田･細見

一 般 女 子 ダ ブ ル ス

1 竹内 　良子（ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ） 大槻 由美子（ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ）

2 ＢＹＥ

3 小寺   留美（ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ） 野間   順子（ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ） 谷田･ 森

4 谷田   千秋（舞ｸﾞﾘｰﾝ） 森   こよみ（舞ｸﾞﾘｰﾝ） 8-3
竹内･大槻

5 谷口　 裕子（ワンラブ） 江端 志津枝（ワンラブ） 8-3
谷口･江端

6 高橋   亜紀（アドバン） 今儀   和子（アドバン） W.O

7 中村   慶子（BunBun) 田淵   真弓（舞ｸﾞﾘｰﾝ） 8-3
新治･廣瀬

8 新治   美和（西村T企画）廣瀬 香代子（西村T企画） 8-0

9 田畑   友美（舞ｸﾞﾘｰﾝ） 松屋　 夏佳（舞ｸﾞﾘｰﾝ）

10 ＢＹＥ 田畑･松屋

11 向井   雅子（BunBun) 森戸   恭子（ＢunＢun) 8-2
向井･森戸

12 藤山 由美子（海　自） 篠田   智美（海　自） 8-3

13 國松 恵理子（ワンラブ） 瀧   みゆき（ワンラブ） 8-5
高田･上山

14 高田   邦子（舞ｸﾞﾘｰﾝ） 上山   淳子（海  自） 8-1
高田･上山

15 ＢＹＥ 8-3

16 犬塚 るりこ（板ガラス） 上西   佳代（舞ｸﾞﾘｰﾝ）
優 勝

17 石田 ひとみ（butterly･）高倉   彩子（ＹＴＣ） 石田･高倉

18 樋口   慶子（海  自） 大槻 紀代美（舞ｸﾞﾘｰﾝ） 8-3
大嶋･浅田

19 大嶋   弥生（あすなろ） 浅田 亜祐子（朝  暉） 8-5
大嶋･浅田

20 樋口 三希子（にわだま） 中川   恵理（福知山ﾛｰﾝ） 8-4
津田･細見

21 有吉   麻子（舞ｸﾞﾘｰﾝ） 小林   明子（アドバン） 8-4
吉井･坂東

22 吉井   恭子（あすなろ） 坂東   裕子（あすなろ）

23 ＢＹＥ 8-1

24 津田   和恵（舞ｸﾞﾘｰﾝ） 細見   美佐（舞ｸﾞﾘｰﾝ）

25 山口   千秋（ワンラブ） 高西   弘子（アドバン） 山口･高西

26 森野   悦子（舞市役所） 児玉 香代子（舞市役所） 8-0

27 吉川   妙季（舞ローン） 小林 由美子（ワンラブ） 8-4
吉川･小林

28 松本   ゆみ（舞市役所） 傍島   早紀（舞市役所） 8-0
足立･高嶋

29 西垣 多佳子（コリンズ） 山本 カオル（久美浜TC） 8-5
西垣･山本

30 鷲見   真実（ワンラブ） 幕谷   朋子（ワンラブ） 8-4

31 ＢＹＥ 8-1

32 足立 真理子（舞ｸﾞﾘｰﾝ） 高嶋 加代子（舞ｸﾞﾘｰﾝ）


