
2022/10/31
第9回岸和田市100歳ダブルステニス大会

コロナ禍の為連盟で抽選しました。

集合時間　(訂正しました)
初級 A～E 8:45

F～H 10:00
上級 12:00

・ 尚、登録がお済でない選手は試合までに登録をお願いします。

・ エントリーリストに掲載された選手がキャンセルされる場合キャンセル料をいただきます。

・ エントリーフォームに当初、クラブの記入欄がなく空白になっているところがあります。
クラブが空白の選手は、お手数ですが下記の連盟メールまで連絡お願いします。

岸和田テニス連盟　メール kta.office1985@gmail.com



岸和田市テニス連盟 100歳ダブルス　上級 No.1

西 孝昌 ACUBE 神藤 かおり T.T.T. 山本 祐次 フリー
久内 麻起子 フリー 宮井 久美 T.T.T. 高地 満 フリー

西 孝昌 ACUBE
久内 麻起子 フリー
神藤 かおり T.T.T.
宮井 久美 T.T.T.
山本 祐次 フリー
高地 満 フリー

糸生 久美 is団 吉野 恵 iF 出原 昭二 teamPalette

松永 美香 is団 岡田 みゆき A-CUBE 片野 香織 teamPalette

糸生 久美 is団
松永 美香 is団
吉野 恵 iF
岡田 みゆき A-CUBE

出原 昭二 teamPalette

片野 香織 teamPalette

亀井 博和 IF 栗木 周史 フリー 角谷 当弘 T.T.T.
土井 里美 A・CUBE 中瀬 栄之 フリー 浜上 彩子 T.T.T.

亀井 博和 IF
土井 里美 A・CUBE

栗木 周史 フリー
中瀬 栄之 フリー
角谷 当弘 T.T.T.
浜上 彩子 T.T.T.

上級_決勝トーナメント 抽選
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岸和田市テニス連盟 100歳ダブルス　初級 No.1

西田 時雄 is団 神谷 いづみ A CUBE 辰村 利幸 Lourel
西田 美代子 is団 中谷 有紀 A CUBE 今川 忠彦 Lourel

西田 時雄 is団
西田 美代子 is団
神谷 いづみ A CUBE
中谷 有紀 A CUBE
辰村 利幸 Lourel
今川 忠彦 Lourel

藤原 悦二 在住 神崎 英子 FC岸和田 山本 淳二 ホリゾン
藤原 美代 在住 金津 京子 A CUBE 井上 智代 ホリゾン

藤原 悦二 在住
藤原 美代 在住
神崎 英子 FC岸和田

金津 京子 A CUBE
山本 淳二 ホリゾン
井上 智代 ホリゾン

大山 和 is団 仲北 幸照 IF 中北 ちはや C-SQUARE

岩原 清昭 パレット 椎山 祥江 C-SQUARE 田島 明子 C-SQUARE

大山 和 is団
岩原 清昭 パレット
仲北 幸照 IF
椎山 祥江 C-SQUARE

中北 ちはや C-SQUARE

田島 明子 C-SQUARE

梅田 慎子 is団 田辺 順子 在住 藤木 桂子 C-SQUARE

小末 春彦 IF 三島 隆一郎 在勤 熊谷 由美 C-SQUARE

梅田 慎子 is団
小末 春彦 IF
田辺 順子 在住
三島 隆一郎 在勤
藤木 桂子 C-SQUARE

熊谷 由美 C-SQUARE

川﨑 千草 A CUBE 細馬 美直 Lourel 多々納 明 is団
田尻 智哉 A CUBE 宮本 初二 Lourel 松田 文子 is団

川﨑 千草 A CUBE
田尻 智哉 A CUBE
細馬 美直 Lourel
宮本 初二 Lourel
多々納 明 is団
松田 文子 is団

南 康弘 is団 向井 秀樹 A CUBE 稗田 令子 Sfida
南 恵美 is団 岩崎 大二郎 A CUBE 藤村 早小里 Sfida

南 康弘 is団
南 恵美 is団
向井 秀樹 A CUBE
岩崎 大二郎 A CUBE
稗田 令子 Sfida
藤村 早小里 Sfida
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前田 一充 在住 伊丹 優子 is団 細川 正信 ホリゾン
前田 恵利子 在住 中山 麻紀 ACUBE 細川 みつ子 フリー

前田 一充 在住
前田 恵利子 在住
伊丹 優子 is団
中山 麻紀 ACUBE
細川 正信 ホリゾン
細川 みつ子 フリー

吉岡 禎 在住 前川 美香 0 山野 登史子 Team Lourel

吉岡 美由起 在住 井上 円 0 三原 秀代 Team Lourel

吉岡 禎 在住
吉岡 美由起 在住
前川 美香 0
井上 円 0
山野 登史子 Team Lourel

三原 秀代 Team Lourel

初級_決勝トーナメント
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クラス 名前１ 性別 クラブ 名前2 性別 クラブ
1 初級クラス 稗田 令子 女 Sfida 藤村 早小里 女 Sfida
2 初級クラス 神崎 英子 女 FC岸和田 金津 京子 女 エーキューブ
3 初級クラス 山野 登史子 女 Team Lourel 三原 秀代 女 Team Lourel
4 初級クラス 向井 秀樹 男 A CUBE 岩崎 大二郎 男 A CUBE
5 初級クラス 吉岡 禎 男 在住 吉岡 美由起 女 在住
6 初級クラス 前田 一充 男 在住 前田 恵利子 女 在住
7 初級クラス 藤木 桂子 女 C-SQUARE 熊谷 由美 女 C-SQUARE
8 初級クラス 辰村 利幸 男 Lourel 今川 忠彦 男 Lourel
9 初級クラス 細馬 美直 女 Lourel 宮本 初二 男 Lourel

10 初級クラス 山本 淳二 男 ホリゾン 井上 智代 女 ホリゾン
11 初級クラス 藤原 悦二 男 在住 藤原 美代 女 在住
12 初級クラス 南 康弘 男 is団 南 恵美 女 is団
13 初級クラス 西田 時雄 男 is団 西田 美代子 女 is団
14 初級クラス 大山 和 女 is団 岩原 清昭 男 パレット
15 初級クラス 梅田 慎子 女 is団 小末 春彦 男 IF
16 初級クラス 多々納 明 男 is団 松田 文子 女 is団
17 初級クラス 伊丹 優子 女 is団 中山 麻紀 女 ACUBE
18 初級クラス 神谷 いづみ 女 A CUBE 中谷 有紀 女 A CUBE
19 初級クラス 川﨑 千草 女 エーキューブ 田尻 智哉 男 エーキューブ
20 初級クラス 前川 美香 女 井上 円 女
21 初級クラス 仲北 幸照 男 IF 椎山 祥江 女 シースクエア
22 初級クラス 中北 ちはや 女 C-SQUARE 田島 明子 女 C-SQUARE
23 初級クラス 田辺 順子 女 在住 三島 隆一郎 男 在勤
24 初級クラス 細川 正信 男 ホリゾン 細川 みつ子 女 フリー

1 上級クラス 西 孝昌 男 ACUBE 久内 麻起子 女 フリー
2 上級クラス 糸生 久美 女 is団 松永 美香 女 is団
3 上級クラス 吉野 恵 女 iF 岡田 みゆき 女 A-CUBE
4 上級クラス 亀井 博和 男 IF 土井 里美 女 A・CUBE
5 上級クラス 角谷　 当弘 男 Ｔ．Ｔ．Ｔ 浜上 　彩子 女 Ｔ．Ｔ．Ｔ
6 上級クラス 山本 祐次 男 フリー 高地 満 男 フリー
7 上級クラス 栗木 周史 男 フリー 中瀬 栄之 男 フリー
8 上級クラス 出原 昭二 男 teamPalette 片野 香織 女 teamPalette
9 上級クラス 神藤 かおり 女 TTT 宮井 久美 女 TTT


