
 

高西

7 岡田   芳美（板ガラス） 8-4
高西

8 高西   弘子（アドバン） 6-1

6-0
亀谷 優 勝

5 犬塚 るりこ（板ガラス） 8-4
上西

6 上西　 佳代（舞ｸﾞﾘｰﾝ） 6-1

2 ＢＹＥ 亀谷

3 亀谷　 真海（舞ｸﾞﾘｰﾝ） 8-1
亀谷

4 森野   悦子（舞市役所）

一般女子シングルス 

1 津田　 和恵（舞ｸﾞﾘｰﾝ） 津田

8-2

8-0

江宮

古川

9-8
(5)

8-6 8-1

第６２回 舞鶴テニス選手権大会

64 亀谷　 義忠（府職舞鶴）

8-2 62 勝川   琳平（舞鶴高専）

63 ＢＹＥ亀谷31 ＢＹＥ 8-4 8-0
北野

32 北野　 裕介（アドバン）

8-0
北野 亀谷

61 岡羽 弥寿志（アドバン）上林 岡羽

60 矢野   立樹（舞鶴高専）北野 山崎

8-3 59 山崎     浩（ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ）山崎

28 城代   朔丞（舞ｸﾞﾘｰﾝ） 8-2 8-2

29 小澤   聖人（舞鶴高専） 8-4 8-3

30 上林   茂信（ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ）

58 ＢＹＥ余川 山崎

57 岡田   浩司（板ガラス）余川 岡田25 余川　 　聖（アドバン）

26 竹内   京平（舞鶴高専） 8-5

27 吉川 也真人（舞鶴高専） 城代

55 永田   一馬（舞鶴高専）梅林

24 中村   成志（舞鶴高専） 8-1 56 江宮 　文夫（舞ローン）

22 西田   郁太（舞鶴高専） 8-0 8-1
梅林 江宮

23 梅林　 憲道（舞ｸﾞﾘｰﾝ） 8-6 8-5

53 椎野   将壽（舞鶴高専）勝原

54 勝原     慧（海 自）

高田

20 高田   悠生（舞鶴高専） W.O

21 上河   周二（アドバン） 上河

8-5 8-2 51 松尾   太郎（舞鶴高専）

52 古川　 祐喜（舞ｸﾞﾘｰﾝ）有本 中村

有本 中村

18 ＢＹＥ 有本 中村

19 前   心之助（舞ｸﾞﾘｰﾝ）

49 中村   浩二（海 自）

50 ＢＹＥ

48 松田　 大作（舞ｸﾞﾘｰﾝ）

47 ＢＹＥ武内 松田

松田

15 ＢＹＥ 8-4 8-0

16 武内   篤也（フレンズ）

17 有本   和彦（ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ）

檜原   透也（舞鶴高専）工藤 檜原

14 田中   大智（舞鶴高専） 8-5 W.O 46 吉水   一喜（府職舞鶴）武内

13 工藤　 博隆（アドバン） 8-5

西川　 　潤（アドバン）武内 松田中原     匠（舞鶴高専） 8-1 8-2 44

8-4 45

43 民谷   俊介（舞鶴高専）亀谷 西川

42 本庄   大樹（板ガラス）犬塚 本庄10 八坂   直哉（舞鶴高専） 8-5 W.O

11 亀谷   武司（ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ） 8-6 優 勝 8-3

12

41 石原　   智（舞ｸﾞﾘｰﾝ）犬塚 本庄

8-08 秋友　 　厚（舞ローン） 40

9 犬塚   信吾（板ガラス）

38 塚本   大輝（舞鶴高専）西村 藤野
8-3

W.O 8-4 39 中川   創太（舞鶴高専）

藤野   浩之（板ガラス）

藤野

37 迫尾   尚輝（舞ローン）西村 迫尾

8-6

5 西村   晃成（舞ローン） 8-0 8-1

6 野間   純也（舞鶴高専） 8-4

7 ＢＹＥ 秋友

35 城代   志門（舞ｸﾞﾘｰﾝ）大森

4 大野   知憲（舞鶴高専） 8-1 36 足立   将昌（舞鶴高専）松村 中山

34 ＢＹＥ松村 中山2 ＢＹＥ

3 大森   久伸（海 自） 8-2 8-0
城代

上山   淳子（海 自） 坂根   輝美（海 自）

一般男子シングルス

1 松村   友人（舞鶴高専） 33 中山   雅之（舞市役所）松村 中山

優 勝

高田･梅夛

7 ＢＹＥ 6-3
高田･梅夛

8 高田　 邦子（舞ｸﾞﾘｰﾝ） 梅夛 かをり（舞ｸﾞﾘｰﾝ）

5 小寺   留美（アドバン） 高橋   亜紀（アドバン） 6-3
上山･坂根

6 6-1

W.O
高田･梅夛

足立･高嶋

3 谷口　 裕子（ワンラブ） 小林 由美子（ワンラブ） 6-4
谷口･小林

4 前崎　 正代（舞ｸﾞﾘｰﾝ） 藤山 由美子（海 自）

6-2
亀谷
6-2

13 北野　 裕介（アドバン）

11 平野　 直樹（舞ｸﾞﾘｰﾝ）

12 亀谷　 義忠（府職舞鶴）

15 藤野   浩之（板ガラス） 7-6
(0)上河

16 上河   周二（アドバン） 6-0

6-1

7 岡羽 弥寿志（アドバン）

上河14 山崎     浩（ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ）

10 有本   和彦（ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ） 6-2
武内

6-0 優 勝

9 武内   篤也（フレンズ）

中村

武内

8 中村   浩二（海 自）

4 石原　   智（舞ｸﾞﾘｰﾝ） W.O

5 小林　 裕幸（アドバン） 小林

6 江宮　 文夫（舞ローン）

6-2

3 坪倉　　 健（アドバン） 坪倉

高嶋 加代子（舞ｸﾞﾘｰﾝ）

2 ＢＹＥ

足立･高嶋

山崎
6-2

壮年女子ダブルス

1 足立 真理子（舞ｸﾞﾘｰﾝ）

松田
6-0

4-3
(RET) 中村

壮年男子シングルス 

1 松田　 大作（舞ｸﾞﾘｰﾝ） 松田

2 上林   茂信（ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ）


