
 
 

男子ダブルスＢ 中村・瀧川

1 (T-rat) (First） 25
(TQ機動隊） 河合・平野 西山・田中 (First）

2 （アローザ） 76(4) 76(5)  26
（アローザ） 川原・植田 清水・岡田  

3 （G☆CLUB) 64  （アローザ） 27
（G☆CLUB) 河合・平野 西山・田中 （アローザ）

4 （アローザ） 62 60 (近畿車輌） 28
（アローザ） 塩川・大城 中村・岩本 (近畿車輌）

5     29
 堂本・辻巻 中村・岩本  

6 (ﾋﾟｼﾞｮﾝ) 64 61 （アローザ） 30
(ﾋﾟｼﾞｮﾝ) 河合・平野 中村・瀧川 （アローザ）

7 （アローザ） 76(4) 63 （ﾗｹｯﾄﾜｰﾙﾄﾞ） 31
（アローザ） 石倉・松田 奥・森 （ﾗｹｯﾄﾜｰﾙﾄﾞ）

8  61 63  32
 石倉・松田 柴田・嶋田  

9 (一般)   （プラネッツ） 33
(一般) 石倉・松田 中村・瀧川 （プラネッツ）

10 （アローザ） 63 63 (T-rat) 34
（アローザ） 野崎・吾妻 中村・瀧川 (T-rat)

11     35
 門馬・室垣 中村・瀧川  

12 (Montenni） 61 64 （G☆CLUB) 36
(一般) 難波・安部 中村・瀧川 （G☆CLUB)

13 (バモス） 62 63 （GET） 37
(バモス） 山本・藤村 松井・松井 (ITW石切)

14  76(4) 62  38
 山本・藤村 松井・松井  

15 (デルタクルー）   （アローザ） 39
(デルタクルー） 宮井・長田 松井・松井 （アローザ）

16 （アローザ） 62 64 （ナイトホークス）40
（アローザ） 山本・山下 金巻・中村 （ナイトホークス）

17     41
 宮井・長田 金巻・中村  

18 （G☆CLUB) 61 64 (一般) 42
（G☆CLUB) 難波・安部 水野・小野木 (一般)

19 (First） 76(4) 63 （ともの会） 43
(First） 工藤・宮坂 水野・小野木 （ともの会）

20  61 64  44
 工藤・宮坂 小田・飯島  

21 (Hankees）   （G☆CLUB) 45
(Hankees） 難波・安部 水野・小野木 （G☆CLUB)

22 （アローザ） 76(3) 62 （アローザ） 46
（アローザ） 難波・安部 𠮷川・雑賀 （アローザ）

23   60 (ITW石切) 47
 難波・安部 川本・谷口 (一般)

24 （アローザ） 62 76(1) （ともの会） 48
（アローザ） （ともの会）

鳴海・森井 水野・小野木

63

中屋・山城 川本・谷口

難波・安部 𠮷川・雑賀

BYE 小林・児玉

BYE BYE

工藤・宮坂 小田・飯島

山本・山下 金巻・中村

BYE BYE

宮井・長田 佐枝・永尾

西尾・竹島 筒井・奥村

BYE BYE

山本・藤村 松井・松井

BYE

中村・岩本

BYE

堂本・辻巻

兼原・河野 奥・森

下田代・下田代

西山・田中

清水・岡田

BYE

塩川・大城

川原・植田

林・橋本

河合・平野

山口・深草

BYE

中村・瀧川

門馬・室垣

BYE

石倉・松田

野崎・吾妻

BYE

柴田・嶋田

BYE



 

女子ダブルスB 松本・門田

1 (ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ東大阪) (ITW石切) 17
(ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ東大阪) 西村・土井 宮武・紀 (ITW石切)

2     18
 勝見・木下 金堀・田邉  

3 (木下家と仲間) 75 62 (木下家と仲間) 19
(木下家と仲間) 勝見・木下 金堀・田邉 (木下家と仲間)

4 (BASIL) 62 76(2) (プラネッツ) 20
(BASIL) 正木・清田 松本・門田 (プラネッツ)

5 (アローザ) 63 63 (MTSｶﾗﾊﾞｯｼｭ) 21
(アローザ) 正木・清田 岩津・木ノ本 (MTSｶﾗﾊﾞｯｼｭ)

6   62 (ｲﾜｷ) 22
 正木・清田 松本・門田 (アローザ)

7  76(2) 60  23
 松田・岸 松本・門田  

8 (一般)   (KM FACTORY) 24
(ITW石切) 正木・清田 松本・門田 (KM FACTORY)

9 (ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ東大阪) 61 75 (ITW石切) 25
(T.Rat) 池戸・本多 前・清水 (HOS小阪TC)

10     26
 西尾・藤田 前・清水  

11 (MTSｶﾗﾊﾞｯｼｭ) 75 75 (BASIL) 27
(一般) 西尾・藤田 福島・安田 (BASIL)

12 (バモス) 62   28
(バモス) 藤川・松原 山崎・井上  

13 (ITW石切) 76(5) 75 (一般) 29
(ITW石切) 玉西・水川 上田・石橋 (みんなのテニス)

14 (ｲﾜｷ) DEF 64 (ITW石切) 30
(ｲﾜｷ) 藤川・松原 山崎・井上 (Monteni)

15  62 62  31
 藤川・松原 山崎・井上  

16 (ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ東大阪)   (一般) 32
(ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ東大阪) (一般)

岩津・木ノ本

松坂・東

藤川・松原

75

中山・山田

西尾・藤田

玉西・水川

館・谷

BYE

BYE

BYE

松田・岸

池戸・本多

BYE

西村・土井

BYE

福島・安田

BYE

前・清水

松本・門田

BYE

山崎・井上

BYE

上田・石橋

高藤・池田

BYE

宮武・紀

三島・田中

金堀・田邉

BYE

正木・清田

勝見・木下

釜中・中野



 

男子ダブルスＣ その１ 石塚・脇

1 (ITW石切) (HOS小阪TC) 17
(ITW石切) 山本・中根 竹友・横山 (HOS小阪TC)

2   62 (アローザ) 18
 石塚・脇 三木・甲斐 (アローザ)

3 (バモス) 62 63 (ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ東大阪) 19
(バモス) 石塚・脇 三木・甲斐 (ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ東大阪)

4 (アローザ) 60 62 (ITW石切) 20
(アローザ) 石塚・脇 三木・甲斐 (一般)

5 (ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ東大阪) 62 63 (ナイトホークス) 21
(ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ東大阪) 松尾・福井 塚本・南川 (ナイトホークス)

6 (ITW石切) 60 64 (ともの会) 22
(ITW石切) 岡田・木下 新堂・小倉 (ともの会)

7 (一般) 61 63  23
(一般) 岡田・木下 新堂・小倉  

8 (木下家と仲間) 63  (アローザ) 24
(木下家と仲間) 石塚・脇 三木・甲斐 (アローザ)

9 (アローザ) 62 63 (ﾀﾂﾀ電線) 25
(アローザ) 綿谷・安田 渡邊・木全 (ﾀﾂﾀ電線)

10   63 (アローザ) 26
 綿谷・安田 渡邊・木全 (アローザ)

11 (BASIL) 75 76(0) (みんなのテニス) 27
(BASIL) 長田・木村 川﨑・中澤 (みんなのテニス)

12 (ﾀﾂﾀ電線) 76(5) 61 (HOS小阪TC) 28
(ﾀﾂﾀ電線) 米涌・長田 渡邊・木全 (HOS小阪TC)

13 (ITW石切) 60 64 (一般) 29
(一般) 米涌・長田 岩津・今井 (一般)

14 (First) DEF  64 (ITW石切) 30
(First) 米涌・長田 志垣・横田 (ITW石切)

15 (アローザ) 61 62  31
(アローザ) 塘・須藤 志垣・横田  

16 (ともの会) 76(4)  (First) 32
(ともの会) (First)

塚本・南川

岩渕・末吉

塘・須藤

75

加来・宇内

長田・木村

米涌・長田

村上・岸田

野村・中村

松尾・福井

鳳山・金井

岡田・木下

綿谷・安田

BYE

山本・中根

BYE

川﨑・中澤

渡邊・木全

高坂・弘津

新堂・小倉

BYE

志垣・横田

BYE

岩津・今井

大込・江尻

三田・金森

比嘉・工藤

三木・甲斐

山本・高津

竹友・横山

若野・新藤

石塚・脇

岡山・四辻



 

男子ダブルスＣ その２ 本西・杠

1 (一般) (アローザ) 17
(一般) 本西・杠 薬司・宮國 (アローザ)

2   62 (ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ東大阪) 18
 本西・杠 薬司・宮國 (ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ東大阪)

3 (アローザ) DEF 60 63 (ITW石切) 19
(アローザ) 佐藤・中本 西井・中嶋 (東大阪線)

4 (Piece of junk)  60 (一般) 20
(Piece of junk) 本西・杠 谷口・西島 (一般)

5 (東大阪線) 75 64 (一般) 21
(東大阪線) 高藤・鈴木 谷口・西島 (一般)

6 (一般) 76(4) 61 (アローザ) 22
(一般) 高藤・鈴木 谷口・西島 (アローザ)

7 (MTSｶﾗﾊﾞｯｼｭ) 64 61  23
(一般) 大田・宮内 富田・福飯  

8 (バモス) 63  (ともの会) 24
(バモス) 本西・杠 谷口・西島 (水走)

9 (ITW石切) 62 62 (Piece of junk) 25
(HOS小阪TC) 野村・橋本 森田・浜田 (Piece of junk)

10   75 (アローザ) 26
 野村・橋本 森田・浜田 (アローザ)

11 (プラネッツ) 75 64 DEF (一般) 27
(プラネッツ) 上田・佐野 藤本・鳥飼 (一般)

12 (ITW石切) 61  (ナイトホークス) 28
(ITW石切) 白水・西本 森田・浜田 (ナイトホークス)

13 (吉田テニスクラブ) 62 64 (ITW石切) 29
(吉田テニスクラブ) 澤田・木村 井上・藤田 (ITW石切)

14 (ITW石切) 75 63 (吉田テニスクラブ) 30
(東大阪線) 白水・西本 今井・森山 (吉田テニスクラブ)

15 (アローザ) 62 62  31
(アローザ) 白水・西本 今井・森山  

16 (ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ東大阪) 60  (ともの会) 32
(ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ東大阪) (ともの会)

麻田・中川

谷口・西島

白水・西本

75

上田・佐野

宮武・吉川

前田・狗巻

澤田・木村

奥田・小東

高藤・鈴木

門野・前波

大田・宮内

野村・橋本

BYE

本西・杠

BYE

上芝・高見

早川・小林

森田・浜田

富田・福飯

BYE

今井・森山

BYE

井上・藤田

西村・樋口

藤本・鳥飼

薬司・宮國

池田・佐藤

西井・中嶋

平井・内藤

吉田・北川

上西・玉置

佐藤・中本



 

女子ダブルスC 井野・津田

1 (ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ東大阪) （プラネッツ） 17
(ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ東大阪) 井野・津田 高橋・小川 （プラネッツ）

2   63 (ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ東大阪) 18
 井野・津田 高橋・小川 (ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ東大阪)

3 （アローザ） 64 63 （バモス） 19
（アローザ） 宮内・梅本 桑原・宮川 （バモス）

4 （バモス） 60 60 (MTSｶﾗﾊﾞｯｼｭ) 20
（バモス） 井野・津田 田中・宇野 (MTSｶﾗﾊﾞｯｼｭ)

5 (MTSｶﾗﾊﾞｯｼｭ) 61 62 DEF (Montenni） 21
(MTSｶﾗﾊﾞｯｼｭ) 月山・長谷川 (Montenni）

6 (ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ東大阪) 61 DEF （アローザ） 22
(ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ東大阪) 大田・池田 田中・宇野 （アローザ）

7 （アローザ） 64 DEF (ﾗｹｯﾄﾜｰﾙﾄﾞ） 23
（アローザ） 大田・池田 田中・宇野 (ﾗｹｯﾄﾜｰﾙﾄﾞ）

8 （バモス） 63 63 （プラネッツ） 24
（バモス） 井野・津田 田中・宇野 （プラネッツ）

9 （プラネッツ） 63 62 (一般) 25
（プラネッツ） 志垣・篠岡 西尾・光岡 (一般)

10 （Ｆirst） 62 62 (HOS小阪TC) 26
（Ｆirst） 村上・三浦 北山・上村 (HOS小阪TC)

11 (MTSｶﾗﾊﾞｯｼｭ) 60 61 （アローザ） 27
(MTSｶﾗﾊﾞｯｼｭ) 村上・三浦 北山・上村 （アローザ）

12 （アローザ） 60 61 (HOS花園TC) 28
（アローザ） 岩渕・米地 北山・上村 (一般)

13 （ナイトホークス） 61 63 (MTSｶﾗﾊﾞｯｼｭ) 29
（ナイトホークス） 岩渕・米地 佐伯・北口 (MTSｶﾗﾊﾞｯｼｭ)

14 (一般) 63 62 (HOS小阪TC) 30
(一般) 岩渕・米地 佐伯・北口 (HOS小阪TC)

15 (ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ東大阪) 63 DEF  31
(ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ東大阪) 高谷・藤崎  

16 （アローザ） 62 DEF （アローザ） 32
（アローザ） （アローザ）

桜木・河野

武田・松島

桑原・宮川

高橋・小川

月山・長谷川

村上・熊谷

宮内・梅本

平岡・竹村

BYE

西井・井原

佐伯・北口

張・弓仲

北山・上村

西尾・光岡

川下・大込

田中・宇野

藤原・南

西村・今村

高科・角田

高谷・藤崎

76(3)

村上・三浦

斯波・戸谷

岩渕・米地

吉岡・北森

白水・西村

牲川・竹山

岡野・上野

大田・池田

菊川・佐野

志垣・篠岡

井野・津田

BYE


