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第66回　岸和田市民大会　秋の部エントリーリストです。

会場試合時間などはエントリーリストが確定した後HPに掲載します。
一般女子上級はエントリー数が4組に至りませんでしたので中止とします。

エントリーリストが掲載された以降のキャンセルはキャンセル料を頂きます。

名前、クラス間違えエントリー漏れ等がありましたら9/3までに下記まで連絡お願いします。
連盟mail：　kta.office1985@gmail.com 

一般女子初級は募集数を上回ったためエントリーを締切り、抽選としていまし
たが、総エントリーが定員に至らなかったため、全試合を1日で消化できると
判断しすべてを参加とします。



クラス 名前１ 所属 名前2 所属

1 一般　女子ダブルス　初級 山野　登史子 Team　laurel 三原　秀代 Team　laurel

2 一般　女子ダブルス　初級 神崎英子 FC岸和田 金津京子 エーキューブ

3 一般　女子ダブルス　初級 槌谷香織 Sfida 能見紗季 Sfida

4 一般　女子ダブルス　初級 武村恵 Sfida 升森真帆 Sfida

5 一般　女子ダブルス　初級 稗田令子 Sfida 藤村早小里 Sfida

6 一般　女子ダブルス　初級 小笠原幸子 Sfida 北野夏織 Sfida

7 一般　女子ダブルス　初級 山口直子 Sfida 平井弥生 Sfida

8 一般　女子ダブルス　初級 松田文子 橋本香織 Team Laurel

9 一般　女子ダブルス　初級 川島孝恵 is団 光山万里子 is団

10 一般　女子ダブルス　初級 中井一見 is団 川路江利子 s団

11 一般　女子ダブルス　初級 伊丹優子 is団 土井里美 エーキューブ

12 一般　女子ダブルス　初級 梅田慎子 is団 小笠原雪惠 Team　laurel

13 一般　女子ダブルス　初級 松本　恵 tennisdo 樋渡　遥 tennisdo

14 一般　女子ダブルス　初級 三村廣恵 is団 中司美智子 is団

15 一般　女子ダブルス　初級 藤原瑞穂 is団 藤井和子 is団

16 一般　女子ダブルス　初級 川上裕子 is団 出来恵梨奈 is団

17 一般　女子ダブルス　初級

18 一般　女子ダブルス　初級 深井崇子 在住 倉重瞳 在住

19 一般　女子ダブルス　初級

20 一般　女子ダブルス　初級 西村衣美 エーキューブ 山本禎子 エーキューブ

21 一般　女子ダブルス　初級 烏野彩香 岸和田産業高校 西谷奈々子 岸和田産業高校

22 一般　女子ダブルス　初級 細馬　美直 Team Laurel 藤原　美代 在住

23 一般　女子ダブルス　初級 高倉裕子 C-SQUARE 前澤早織 C-SQUARE

24 一般　女子ダブルス　初級 多胡ひとみ C-SQUARE 椎山祥江 C-SQUARE

25 一般　女子ダブルス　初級 中北ちはや C-SQUARE 田島明子 C-SQUARE

26 一般　女子ダブルス　初級 神楽和美 C-SQUARE 坂根由紀 C-SQUARE

27 一般　女子ダブルス　初級 小山　章子 在勤在住 植田　直美 在勤在住

28 一般　女子ダブルス　初級 尾﨑　雪子 在勤在住 中川　善美 在勤在住

29 一般　女子ダブルス　初級 熊谷由美 C-SQUARE 藤木桂子 C-SQUARE

30 一般　女子ダブルス　初級 大山和 is団 大倉佳子 is団

31 一般　女子ダブルス　初級 川崎　千草 A CUBＥ 中谷　有紀 A CUBＥ

32 一般　女子ダブルス　初級 松永博美 ホリゾン 木村洋子 ホリゾン

33 一般　女子ダブルス　初級 前川美香 フリー 田中嘉美 フリー

34 一般　女子ダブルス　初級 橋本沙弥 岸和田産業高校 黒田紗弥 岸和田産業高校

35 一般　女子ダブルス　初級 辛坊芽依菜 岸和田産業高校 坂本菜緒 岸和田産業高校

36 一般　女子ダブルス　初級 眞城沙希 岸和田産業高校 山本彩純 岸和田産業高校

37 一般　女子ダブルス　初級 奥村香澄 Sfida 浦田彩生 Sfida

38 一般　女子ダブルス　初級 寺下愛 ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞ-ｸﾞﾙ 樋口千香 ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞ-ｸﾞﾙ

39 一般　女子ダブルス　初級 福井千恵子 T.T.T 川端由美子 T.T.T

1 一般　男子ダブルス　初級 星川拓士 Sfida 生田裕士 Sfida

2 一般　男子ダブルス　初級 泉本博識 is団 川上智靖 is団

3 一般　男子ダブルス　初級 石井鉄也 ホリゾン 西田武史 ホリゾン

4 一般　男子ダブルス　初級 仲北幸照 IF 眞柄光孝 TTT

5 一般　男子ダブルス　初級 河良汰郎 is団 麻生泰之 is団

6 一般　男子ダブルス　初級 多々納明 フリー 橋本健 is団

7 一般　男子ダブルス　初級 小末春彦 if 青木 基信 is団

8 一般　男子ダブルス　初級 中辻　亘 DASH400 東　正英 DASH400

9 一般　男子ダブルス　初級 平松俊也 フリー 西出茂 フリー

10 一般　男子ダブルス　初級

11 一般　男子ダブルス　初級

12 一般　男子ダブルス　初級

13 一般　男子ダブルス　初級

14 一般　男子ダブルス　初級 細川正信 ホリゾン 佃和益 ホリゾン

15 一般　男子ダブルス　初級 春木俊人 team laurel 出島邦久 team laurel

16 一般　男子ダブルス　初級 中川倫也 フリー 福本達雄 フリー

1 一般　男子ダブルス　上級 薮野永遠 is団 三木岳 is団

2 一般　男子ダブルス　上級 小西　純平 FC岸和田 坂　将之 is団

3 一般　男子ダブルス　上級 妹尾　栄一 Team Liberte 佐倉　和弥 Team Liberte

4 一般　男子ダブルス　上級

5 一般　男子ダブルス　上級 後藤貴英 is団 池田樹広 is団

6 一般　男子ダブルス　上級



7 一般　男子ダブルス　上級 林祐太 ホリゾン 浦嶋大和 ホリゾン

8 一般　男子ダブルス　上級 河野篤司 C-SQUARE 辻雅樹 C-SQUARE

9 一般　男子ダブルス　上級 林圭一 is団 染井友秀 is団

10 一般　男子ダブルス　上級 長田  圭司 T.T.T 國友　将史 T.T.T

1 平日　MIXダブルス　初中級 植田幹夫 在住 金津京子 エーキューブ

2 平日　MIXダブルス　初中級 藤田 教幸 FC岸和田 中嶋 涼子 FC岸和田

3 平日　MIXダブルス　初中級 西田時雄 is団 西田美代子 is団

4 平日　MIXダブルス　初中級 武田清 is団 武田博美 is団

5 平日　MIXダブルス　初中級 西孝昌 ACUBE 久内 麻起子

6 平日　MIXダブルス　初中級 大山和 is団 小末晴彦 if

7 平日　MIXダブルス　初中級 亀井博和 if 中山麻紀 ACUBE

8 平日　MIXダブルス　初中級 飴村郁子 team laurel 宮本初二 team laurel

9 平日　MIXダブルス　初中級 薮野永遠 is団 大倉佳子 is団

10 平日　MIXダブルス　初中級 富永　尚晃 フリー 大桑　恵理 フリー

11 平日　MIXダブルス　初中級 辰村利幸 team laurel 辰村光世 team laurel

12 平日　MIXダブルス　初中級 出島邦久 team laurel 出島彩加 team laurel

13 平日　MIXダブルス　初中級 出原昭二 teamPalette 片野香織 teamPalette

14 平日　MIXダブルス　初中級 角谷　当弘 TTT 金子　薫

15 平日　MIXダブルス　初中級 扇本健彦 ダブルベーグル 松井由香 ダブルベーグル

16 平日　MIXダブルス　初中級 金森勝次 is団 中井一見 is団

17 平日　MIXダブルス　初中級 三木岳 is団 橋本香織 is団

18 平日　MIXダブルス　初中級 多々納明 is団 松田文子 is団

1 平日　女子ダブルス　初中級 田所恵子 Sfida 炭野貴美 Sfida

2 平日　女子ダブルス　初中級 坂口薫 Sfida 小林瞳 Sfida

3 平日　女子ダブルス　初中級 森内京子 Sfida 香川智美 Sfida

4 平日　女子ダブルス　初中級 井阪久野 Sfida 辻中貴子 Sfida

5 平日　女子ダブルス　初中級 大崎真理子 Sfida 花田まどか Sfida

6 平日　女子ダブルス　初中級 中部谷法子 Sfida 森まゆ子 Sfida

7 平日　女子ダブルス　初中級 工藤裕子 Sfida 王園代 Sfida

8 平日　女子ダブルス　初中級 槌谷香織 Sfida 村上千昌 Sfida

9 平日　女子ダブルス　初中級 畑中ひとみ is団 戸和佳代 is団

10 平日　女子ダブルス　初中級 鈴木　真由美 A-CUBE 山田　裕子 A-CUBE

11 平日　女子ダブルス　初中級 吉岡美由起 在勤在住 内田美紀 在勤在住

12 平日　女子ダブルス　初中級 櫛本 幸江 A-CUBE 津村 博美 A-CUBE

13 平日　女子ダブルス　初中級 河村友香 TeamPalette 田村さおり TeamPalette

14 平日　女子ダブルス　初中級 播磨 久子 A-CUBE 神谷 いづみ A-CUBE

1 平日　男子ダブルス　初中級 中部谷光章 Sfida 福谷真城 Sfida

2 平日　男子ダブルス　初中級 渡邊明英 Sfida 池田雄祐 Sfida

3 平日　男子ダブルス　初中級 中西潤 Sfida 藤岡司 Sfida

4 平日　男子ダブルス　初中級 林潔 is団 服部雄一 is団


