
開催日：平成19年 4月22日（日）

＜　＜　＜　＜　１１１１部男子部男子部男子部男子シングルス 　シングルス 　シングルス 　シングルス 　＞＞＞＞

1回戦●

(21-15/21-16/-)田中 隆行(プレンティ) 三田 友紀(ＦＩＯＲＥ)2222 0000

(21-16/21-16/-)朝田 高志(フリー) 船本 貴之(北清水クラブ)2222 0000

(21-17/21-10/-)見市 昌弘(飛羽会) 大見 康裕(中之島クラブ)2222 0000

(21-19/21-14/-)竹下 裕二(北清水クラブ) 白井 暢一(ＳＯＢ)2222 0000

(21-14/21-15/-)田中 優作(ホワイトエンジェル) 浅川 瑛大(ＡＴＭ)2222 0000

(21-14/21-14/-)田渕 太一(ａｚ) 大久保 正信(Ｙクラブ)2222 0000

(21-10/21-15/-)松本 和典(熊取クラブ) 藤田 岳志(三国クラブ)2222 0000
井下田 祐二(ウイングス) 北辻 和孝(大阪フェニックス)棄権棄権棄権棄権

((((不参不参不参不参
加加加加))))

(21-16/21-17/-)川嶋 一弘(枚方殿一クラブ) 日野 教(ＡＴＭ)2222 0000
藤井 和宏(北清水クラブ) 岡田 真二(三国クラブ)棄権棄権棄権棄権

((((不参不参不参不参
加加加加))))

(21-12/21-6/-)松茂良 興太(熊取クラブ) 山本 裕隆(北清水クラブ)2222 0000

(21-10/21-9/-)数野 祐介(ＨＲ．ｃｏｍ) 大坪 聖和(ホワイトエンジェル)2222 0000
北口 明宏(鴨谷グース) 中島 啓之(泉北バード)棄権棄権棄権棄権

((((不参不参不参不参
加加加加))))

2回戦●

(21-16/21-10/-)林 潤一(泉北バード) 田中 隆行(プレンティ)2222 0000

(21-8/21-7/-)朝田 高志(フリー) 見市 昌弘(飛羽会)2222 0000

(21-13/21-14/-)竹下 裕二(北清水クラブ) 田中 優作(ホワイトエンジェル)2222 0000

(21-14/21-15/-)田渕 太一(ａｚ) 松本 和典(熊取クラブ)2222 0000

(21-13/22-20/-)松尾 信幸(フリー) 井下田 祐二(ウイングス)2222 0000

(22-20/21-18/-)藤井 和宏(北清水クラブ) 川嶋 一弘(枚方殿一クラブ)2222 0000

(21-17/21-12/-)数野 祐介(ＨＲ．ｃｏｍ) 松茂良 興太(熊取クラブ)2222 0000

(21-15/21-7/-)朝田 大輔(三国クラブ) 北口 明宏(鴨谷グース)2222 0000

準々決勝●

(21-19/21-19/-)朝田 高志(フリー) 林 潤一(泉北バード)2222 0000

(21-19/18-21/21-9)田渕 太一(ａｚ) 竹下 裕二(北清水クラブ)2222 1111

(21-17/17-21/21-14)松尾 信幸(フリー) 藤井 和宏(北清水クラブ)2222 1111

(14-21/21-15/21-15)朝田 大輔(三国クラブ) 数野 祐介(ＨＲ．ｃｏｍ)2222 1111

準決勝●

(21-19/21-19/-)田渕 太一(ａｚ) 朝田 高志(フリー)2222 0000

(21-18/13-21/21-19)松尾 信幸(フリー) 朝田 大輔(三国クラブ)2222 1111

決勝戦●

(22-20/21-16/-)松尾 信幸(フリー) 田渕 太一(ａｚ)2222 0000

＜　＜　＜　＜　２２２２部男子部男子部男子部男子シングルス 　シングルス 　シングルス 　シングルス 　＞＞＞＞

1回戦●
近藤 亮(友鳩サークル) 鈴木 嘉平(なかよしパワーズ)棄権棄権棄権棄権

((((不参不参不参不参
加加加加))))

棄権棄権棄権棄権
((((不参不参不参不参
加不加不加不加不

(21-17/15-21/21-16)熊倉 陽(ホワイトエンジェル) 健 勇希(INOCCOクラブ)2222 1111

(21-18/25-23/-)尾崎 将人(ＦｒｅｅＢｉｒｄ) 辻 孝典(鴨谷グース)2222 0000

(21-17/21-18/-)森本 健嗣(ＮＧＨ) 錦織 聡(ホワイトエンジェル)2222 0000

(21-15/21-7/-)小島 裕史(スピニングラケッツ) 遠藤 崇貴(Ｙクラブ)2222 0000

2回戦●
児玉 祐也(じんれい会) 前者棄権

前者棄権
棄権棄権棄権棄権
((((該当該当該当該当
者者者者ﾅﾅﾅﾅ

(21-14/19-21/21-16)山家 剛(ａｚ) 木村 好徳(スピニングラケッツ)2222 1111

(21-17/21-16/-)熊倉 陽(ホワイトエンジェル) 清水 敦史(ＦＩＯＲＥ)2222 0000

- 1 -



尾崎 将人(ＦｒｅｅＢｉｒｄ) 坂口 貴俊(堺商クラブ)棄権棄権棄権棄権
((((不参不参不参不参
加加加加))))

(21-14/30-28/-)森本 健嗣(ＮＧＨ) 福徳 工(熊のプーさん)2222 0000

(21-13/21-14/-)奥畑 智(箕面クラブ) 山田 秀友(豊崎キャッツアイ)2222 0000

(21-13/21-8/-)山本 秀明(勝山ＯＢ会) 栗岡 史一(花園ウイングス)2222 0000

(21-17/15-21/21-11)下津 隆史(吹田クラブ) 小島 裕史(スピニングラケッツ)2222 1111

準々決勝●

(21-18/21-16/-)児玉 祐也(じんれい会) 山家 剛(ａｚ)2222 0000

(21-11/21-13/-)熊倉 陽(ホワイトエンジェル) 尾崎 将人(ＦｒｅｅＢｉｒｄ)2222 0000

(23-21/23-21/-)奥畑 智(箕面クラブ) 森本 健嗣(ＮＧＨ)2222 0000

(21-18/21-10/-)山本 秀明(勝山ＯＢ会) 下津 隆史(吹田クラブ)2222 0000

準決勝●

(21-23/21-15/21-19)熊倉 陽(ホワイトエンジェル) 児玉 祐也(じんれい会)2222 1111

(21-11/21-6/-)山本 秀明(勝山ＯＢ会) 奥畑 智(箕面クラブ)2222 0000

決勝戦●

(21-19/21-3/-)山本 秀明(勝山ＯＢ会) 熊倉 陽(ホワイトエンジェル)2222 0000

＜　＜　＜　＜　３０３０３０３０歳男子歳男子歳男子歳男子シングルス 　シングルス 　シングルス 　シングルス 　＞＞＞＞

1回戦●
勝田 周樹(飛羽会) 辻野 雄介(なかよしパワーズ)棄権棄権棄権棄権

((((不参不参不参不参
加加加加))))

(21-15/21-17/-)木田 琢也(大阪フェニックス) 西尾 剛士(西クラブ)2222 0000

2回戦●

(21-10/19-21/21-13)仲田 真基(池田クラブ) 勝田 周樹(飛羽会)2222 1111

(21-17/21-15/-)梅川 修(箕面クラブ) 大石 潔(熊取クラブ)2222 0000

(17-21/21-14/21-12)金澤 一十百(泉北バード) 池内 健人(ＳＢＣ)2222 1111

(21-12/21-19/-)森本 毅(ＡＴＭ) 山本 典之(三国クラブ)2222 0000

(21-10/21-7/-)合田 昌央(ＡＴＭ) 勝元 幸一(ＳＢＣ)2222 0000
正岡 毅(飛羽会) 鯉田 淳(なかよしパワーズ)棄権棄権棄権棄権

((((不参不参不参不参
加加加加))))

真野 功(飛羽会) 野田 雅雄(泉北バード)棄権棄権棄権棄権
((((不参不参不参不参
加加加加))))

(21-19/16-21/21-13)木田 琢也(大阪フェニックス) 仁科 晃一(ＳＢＣ)2222 1111

準々決勝●

(17-21/21-18/21-13)梅川 修(箕面クラブ) 仲田 真基(池田クラブ)2222 1111

(22-20/21-16/-)金澤 一十百(泉北バード) 森本 毅(ＡＴＭ)2222 0000

(21-14/18-21/21-18)正岡 毅(飛羽会) 合田 昌央(ＡＴＭ)2222 1111

(21-19/21-15/-)木田 琢也(大阪フェニックス) 真野 功(飛羽会)2222 0000

準決勝●

(22-20/21-14/-)金澤 一十百(泉北バード) 梅川 修(箕面クラブ)2222 0000

(21-14/21-10/-)正岡 毅(飛羽会) 木田 琢也(大阪フェニックス)2222 0000

決勝戦●

(21-10/21-16/-)正岡 毅(飛羽会) 金澤 一十百(泉北バード)2222 0000

＜　＜　＜　＜　４０４０４０４０歳男子歳男子歳男子歳男子シングルス 　シングルス 　シングルス 　シングルス 　＞＞＞＞

準々決勝●

(21-12/21-4/-)藤田 久(三国クラブ) 泉本 真一(レッドシャトル)2222 0000

(21-14/21-11/-)中尾 州陽(なかよしパワーズ) 川上 隆司(池田クラブ)2222 0000

(21-19/21-18/-)倉田 隆男(ＳＯＢ) 瀬戸 正己(池田クラブ)2222 0000

(15-21/21-15/21-12)黒田 勝巳(和光クラブ) 酒井 志郎(飛羽会)2222 1111
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準決勝●

(21-8/21-8/-)藤田 久(三国クラブ) 中尾 州陽(なかよしパワーズ)2222 0000

(21-13/21-14/-)黒田 勝巳(和光クラブ) 倉田 隆男(ＳＯＢ)2222 0000

決勝戦●

(21-8/16-8/-)藤田 久(三国クラブ) 黒田 勝巳(和光クラブ)2222 棄権棄権棄権棄権
((((過過過過
労労労労))))

＜　＜　＜　＜　４５４５４５４５歳男子歳男子歳男子歳男子シングルス 　シングルス 　シングルス 　シングルス 　＞＞＞＞

1回戦●

(21-13/22-20/-)羽岡 貞一(ベアーズ) 松本 孝広(Ｙクラブ)2222 0000

(21-5/21-10/-)野牧 喜幸(ＳＯＢ) 佐野 享(ＳＢＣ)2222 0000

準々決勝●

(21-11/21-8/-)楠本 直樹(三国クラブ) 羽岡 貞一(ベアーズ)2222 0000
林田 庄一(北清水クラブ) 百田 和正(三国クラブ)棄権棄権棄権棄権

((((不参不参不参不参
加加加加))))

(21-9/21-9/-)妙中 直之(じんれい会) 渡辺 清人(枚方殿一クラブ)2222 0000

(21-14/23-21/-)野牧 喜幸(ＳＯＢ) 上枝 正一(三国クラブ)2222 0000

準決勝●

(21-10/21-11/-)楠本 直樹(三国クラブ) 林田 庄一(北清水クラブ)2222 0000

(21-13/21-18/-)野牧 喜幸(ＳＯＢ) 妙中 直之(じんれい会)2222 0000

決勝戦●

(21-18/22-20/-)楠本 直樹(三国クラブ) 野牧 喜幸(ＳＯＢ)2222 0000

＜　＜　＜　＜　５０５０５０５０歳男子歳男子歳男子歳男子シングルス 　シングルス 　シングルス 　シングルス 　＞＞＞＞

1回戦●
増野 哲夫(枚方殿一クラブ) 榎本 昌泰(北摂クラブ)棄権棄権棄権棄権

((((不参不参不参不参
加加加加))))

(21-18/12-21/21-11)中野 隆夫(ＦＢＣ) 永野 豊(INOCCOクラブ)2222 1111

準々決勝●

(21-7/21-8/-)幡野 幸夫(飛羽会) 増野 哲夫(枚方殿一クラブ)2222 0000

(18-21/21-13/21-19)中村 雅次(レッドシャトル) 佐竹 安登(北清水クラブ)2222 1111

(21-7/21-13/-)西上 徹(レッドシャトル) 堀 全雄(飛羽会)2222 0000
中野 隆夫(ＦＢＣ) 三坪 吉幸(なかよしパワーズ)棄権棄権棄権棄権

((((不参不参不参不参
加加加加))))

準決勝●

(21-11/21-6/-)幡野 幸夫(飛羽会) 中村 雅次(レッドシャトル)2222 0000

(21-14/21-19/-)西上 徹(レッドシャトル) 中野 隆夫(ＦＢＣ)2222 0000

決勝戦●

(21-6/21-6/-)幡野 幸夫(飛羽会) 西上 徹(レッドシャトル)2222 0000

＜　＜　＜　＜　５５５５５５５５歳男子歳男子歳男子歳男子シングルス 　シングルス 　シングルス 　シングルス 　＞＞＞＞

1回戦●

(20-22/21-13/21-19)吉田 哲雄(三国クラブ) 酒井 正博(鴨谷グース)2222 1111

(21-15/17-21/21-19)森 映二(ギースクラブ) 大竹 正人(豊中クラブ)2222 1111

(21-13/21-3/-)松村 禎之(池田クラブ) 宮崎 晶夫(じんれい会)2222 0000

準々決勝●

(21-15/15-21/21-14)東 寿一(ミドリＢＣ) 吉田 哲雄(三国クラブ)2222 1111

(21-15/21-16/-)山田 敏勝(さくらＢＣ) 高田 真一郎(友鳩サークル)2222 0000

(21-10/21-12/-)原 健(飛羽会) 森 映二(ギースクラブ)2222 0000

(23-21/21-15/-)松村 禎之(池田クラブ) 北出 隆(Ｙクラブ)2222 0000
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準決勝●

(21-14/21-9/-)東 寿一(ミドリＢＣ) 山田 敏勝(さくらＢＣ)2222 0000

(17-21/21-17/21-14)松村 禎之(池田クラブ) 原 健(飛羽会)2222 1111

決勝戦●

(8-21/21-16/21-18)松村 禎之(池田クラブ) 東 寿一(ミドリＢＣ)2222 1111

＜　＜　＜　＜　６０６０６０６０歳男子歳男子歳男子歳男子シングルス 　シングルス 　シングルス 　シングルス 　＞＞＞＞

準々決勝●

(21-7/21-15/-)岡本 哲男(北清水クラブ) 杉谷 義明(九中クラブ)2222 0000

(21-11/21-14/-)松浪 新治(ＳＢＣ) 千葉 昌尚(中央ホーム)2222 0000

準決勝●

(21-7/21-8/-)岡本 哲男(北清水クラブ) 辻 芳雄(中之島クラブ)2222 0000

(21-14/21-2/-)松浪 新治(ＳＢＣ) 竹下 幸男(北清水クラブ)2222 0000

決勝戦●

(22-20/22-20/-)岡本 哲男(北清水クラブ) 松浪 新治(ＳＢＣ)2222 0000

＜　＜　＜　＜　６５６５６５６５歳男子歳男子歳男子歳男子シングルス 　シングルス 　シングルス 　シングルス 　＞＞＞＞

準々決勝●

(21-14/21-5/-)四方 光市(池田クラブ) 藤井 茂夫(九中クラブ)2222 0000

(21-12/21-9/-)谷口 孝次(九中クラブ) 国方 昭昌(Ｙクラブ)2222 0000
岡 国臣(阪南クラブ) 岡上 充仁(北清水クラブ)棄権棄権棄権棄権

((((不参不参不参不参
加加加加))))

準決勝●

(21-8/21-12/-)久保川 正啓(Ｙクラブ) 四方 光市(池田クラブ)2222 0000

(18-21/21-18/21-18)岡 国臣(阪南クラブ) 谷口 孝次(九中クラブ)2222 1111

決勝戦●

(21-17/19-21/21-16)岡 国臣(阪南クラブ) 久保川 正啓(Ｙクラブ)2222 1111

＜　＜　＜　＜　１１１１部女子部女子部女子部女子シングルス 　シングルス 　シングルス 　シングルス 　＞＞＞＞

1回戦●

(21-13/21-15/-)武知 絵里子(枚方殿一クラブ) 上山 あずみ(ＦＩＯＲＥ)2222 0000
吉井 香織(枚方殿一クラブ) 藤井 彩佳(熊のプーさん)棄権棄権棄権棄権

((((不参不参不参不参
加加加加))))

(21-19/21-8/-)生田 奈津美(枚方殿一クラブ) 蘆田 郁(中央ホーム)2222 0000

準々決勝●

(19-21/21-11/21-13)原田 佳香(北清水クラブ) 武知 絵里子(枚方殿一クラブ)2222 1111
小林 美子(枚方殿一クラブ) 玉田 幸子(熊のプーさん)棄権棄権棄権棄権

((((不参不参不参不参
加加加加))))

(19-21/24-22/21-15)和久 淳子(北清水クラブ) 吉井 香織(枚方殿一クラブ)2222 1111

(21-17/17-21/21-11)前川 久美(Ｙクラブ) 生田 奈津美(枚方殿一クラブ)2222 1111

準決勝●

(19-21/24-22/21-13)原田 佳香(北清水クラブ) 小林 美子(枚方殿一クラブ)2222 1111

(21-12/21-16/-)前川 久美(Ｙクラブ) 和久 淳子(北清水クラブ)2222 0000

決勝戦●

(21-14/19-21/21-14)前川 久美(Ｙクラブ) 原田 佳香(北清水クラブ)2222 1111

＜　＜　＜　＜　２２２２部女子部女子部女子部女子シングルス 　シングルス 　シングルス 　シングルス 　＞＞＞＞

準々決勝●

(21-13/21-9/-)丸尾 さや佳(ａｚ) 中留 玉恵(中央ホーム)2222 0000

準決勝●

(21-15/21-14/-)岡 雅美(友鳩サークル) 丸尾 さや佳(ａｚ)2222 0000

(21-16/21-12/-)山崎 悦子(ホワイトエンジェル) 小原 郁恵(ＯＳＬ)2222 0000
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決勝戦●

(21-11/21-14/-)山崎 悦子(ホワイトエンジェル) 岡 雅美(友鳩サークル)2222 0000

＜　＜　＜　＜　１１１１部混合部混合部混合部混合ダブルス 　ダブルス 　ダブルス 　ダブルス 　＞＞＞＞

1回戦●

(21-14/21-17/-)吉森 文彦(勝山ＯＢ会)
薦田 朋美(ＡＴＭ)

奥野 秀樹(交野クラブ)
谷畑 友子(中央ホーム)

2222 0000

(21-16/21-16/-)岡野 史裕(童心クラブ)
草薙 美幸(ホワイトエンジェル)

虻川 友光(三国クラブ)
保代 麻衣(フリー)

2222 0000

(21-17/21-14/-)上地 稔(泉北バード)
上地 友佳子(スクラッチ)

春原 好博(ＨＲ．ｃｏｍ)
美並 由希(ＨＲ．ｃｏｍ)

2222 0000

宗田 武大(箕面クラブ)
仲田 なお(スクラッチ)

宮田 典明(シャトルクラブ大阪)
宮田 美穂(シャトルクラブ大阪)

棄権棄権棄権棄権
((((不参不参不参不参
加加加加))))

(20-22/21-18/21-9)元井 宏郭(ＡＴＭ)
元井 かく(枚方殿一クラブ)

那須 厚志(ＨＲ．ｃｏｍ)
澁谷 佳美(ＨＲ．ｃｏｍ)

2222 1111

準々決勝●

(21-14/21-15/-)吉森 文彦(勝山ＯＢ会)
薦田 朋美(ＡＴＭ)

有田 圭一(大阪フェニックス)
有田 明希子(大阪フェニックス)

2222 0000

(21-17/21-13/-)岡野 史裕(童心クラブ)
草薙 美幸(ホワイトエンジェル)

上地 稔(泉北バード)
上地 友佳子(スクラッチ)

2222 0000

(21-16/23-21/-)宗田 武大(箕面クラブ)
仲田 なお(スクラッチ)

守屋 昌三弘(相生クラブ)
鈴木 良実(相生クラブ)

2222 0000

(21-15/21-13/-)元井 宏郭(ＡＴＭ)
元井 かく(枚方殿一クラブ)

パマワン プリダー(ＳＯＢ)
笹瀬 紗知子(ＳＯＢ)

2222 0000

準決勝●

(21-18/21-16/-)岡野 史裕(童心クラブ)
草薙 美幸(ホワイトエンジェル)

吉森 文彦(勝山ＯＢ会)
薦田 朋美(ＡＴＭ)

2222 0000

(21-14/23-21/-)元井 宏郭(ＡＴＭ)
元井 かく(枚方殿一クラブ)

宗田 武大(箕面クラブ)
仲田 なお(スクラッチ)

2222 0000

決勝戦●

(21-13/21-16/-)岡野 史裕(童心クラブ)
草薙 美幸(ホワイトエンジェル)

元井 宏郭(ＡＴＭ)
元井 かく(枚方殿一クラブ)

2222 0000

＜　＜　＜　＜　２２２２部混合部混合部混合部混合ダブルス 　ダブルス 　ダブルス 　ダブルス 　＞＞＞＞

1回戦●

(21-16/21-16/-)森田 晃充(鴨谷グース)
角谷 千恵(鴨谷グース)

小林 誠(熊のプーさん)
福徳 奈々美(熊のプーさん)

2222 0000

(21-13/21-12/-)柳原 和幸(ＩＬＬＣ)
永田 瞳(ＩＬＬＣ)

鳥井 慎一(熊のプーさん)
溝木 千華(熊のプーさん)

2222 0000

(19-21/21-13/21-14)濱田 祐斗(Ｙクラブ)
小西 聖子(Ｙクラブ)

福丸 敦司(もみじ会)
樋口 綾子(Ｒｉｓｅ)

2222 1111

(18-21/21-13/21-18)山田 光彦(ＡＴＭ)
山田 幸子(ＡＴＭ)

小原 聖一(Ｙクラブ)
中島 祥子(Ｙクラブ)

2222 1111

準々決勝●

(21-5/24-22/-)田中 聡(池田クラブ)
竹田 朋子(池田クラブ)

森田 晃充(鴨谷グース)
角谷 千恵(鴨谷グース)

2222 0000

(21-6/21-16/-)柳原 和幸(ＩＬＬＣ)
永田 瞳(ＩＬＬＣ)

中山 茂樹(Ｙクラブ)
中山 訓仁子(Ｙクラブ)

2222 0000

(21-17/21-19/-)濱田 祐斗(Ｙクラブ)
小西 聖子(Ｙクラブ)

中井 一人(熊のプーさん)
鳥井 亜依(熊のプーさん)

2222 0000

(21-15/24-22/-)山田 光彦(ＡＴＭ)
山田 幸子(ＡＴＭ)

林 征憲(ＦＩＯＲＥ)
平中 路子(ＦＩＯＲＥ)

2222 0000

準決勝●

(21-17/21-16/-)田中 聡(池田クラブ)
竹田 朋子(池田クラブ)

柳原 和幸(ＩＬＬＣ)
永田 瞳(ＩＬＬＣ)

2222 0000

(24-22/22-20/-)山田 光彦(ＡＴＭ)
山田 幸子(ＡＴＭ)

濱田 祐斗(Ｙクラブ)
小西 聖子(Ｙクラブ)

2222 0000

決勝戦●

(16-21/21-14/21-14)山田 光彦(ＡＴＭ)
山田 幸子(ＡＴＭ)

田中 聡(池田クラブ)
竹田 朋子(池田クラブ)

2222 1111
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＜　＜　＜　＜　６０６０６０６０歳以上混合歳以上混合歳以上混合歳以上混合ダブルス 　ダブルス 　ダブルス 　ダブルス 　＞＞＞＞

準々決勝●

(21-18/21-12/-)川端 明徳(枚方殿一クラブ)
石井 厚子(枚方殿一クラブ)

椋本 浩嗣(ウイングス)
金田 名保美(ＡＴＭ)

2222 0000

(12-21/21-11/21-16)浜頭 了慈(吹田クラブ)
黒川 千恵子(吹田クラブ)

山田 祐介(関西クラブ)
野澤 みどり(ＦＩＯＲＥ)

2222 1111

(21-11/19-21/21-7)岩津 寿茂(ＡＴＭ)
薦田 美幸(ＡＴＭ)

山口 哲広(中央ホーム)
吉崎 美香(中央ホーム)

2222 1111

(15-21/21-14/21-12)内川 正章(童心クラブ)
鎌田 さおり(Ｙクラブ)

有田 浩史(大阪フェニックス)
有田 彩子(大阪フェニックス)

2222 1111

準決勝●

(21-19/21-18/-)川端 明徳(枚方殿一クラブ)
石井 厚子(枚方殿一クラブ)

浜頭 了慈(吹田クラブ)
黒川 千恵子(吹田クラブ)

2222 0000

(21-15/21-15/-)内川 正章(童心クラブ)
鎌田 さおり(Ｙクラブ)

岩津 寿茂(ＡＴＭ)
薦田 美幸(ＡＴＭ)

2222 0000

決勝戦●

(21-11/21-15/-)内川 正章(童心クラブ)
鎌田 さおり(Ｙクラブ)

川端 明徳(枚方殿一クラブ)
石井 厚子(枚方殿一クラブ)

2222 0000

＜　＜　＜　＜　７０７０７０７０歳以上混合歳以上混合歳以上混合歳以上混合ダブルス 　ダブルス 　ダブルス 　ダブルス 　＞＞＞＞

準々決勝●

(21-10/21-9/-)辻本 一夫(大阪フェニックス)
辻本 里江子(大阪フェニックス)

小林 稔(ウイングス)
渡慶次 貴代(グランシャトルズ)

2222 0000

(21-15/21-13/-)徳田 喜芳(鴨谷グース)
神谷 美由紀(大浜クラブ)

寺尾 学(飛翔クラブ)
畑下 美津子(三国クラブ)

2222 0000

(21-12/21-17/-)三坂 裕士(箕面クラブ)
山村 陽子(箕面クラブ)

近藤 和浩(三国クラブ)
小川 三奈子(ＩＬＬＣ)

2222 0000

(21-14/27-25/-)神谷 省吾(だぶるばーど)
保田 真由美(大浜クラブ)

服部 哲宙(大阪フェニックス)
利川 三貴(大阪フェニックス)

2222 0000

準決勝●

(21-23/21-14/21-12)辻本 一夫(大阪フェニックス)
辻本 里江子(大阪フェニックス)

徳田 喜芳(鴨谷グース)
神谷 美由紀(大浜クラブ)

2222 1111

(21-13/21-19/-)神谷 省吾(だぶるばーど)
保田 真由美(大浜クラブ)

三坂 裕士(箕面クラブ)
山村 陽子(箕面クラブ)

2222 0000

決勝戦●

(21-15/22-20/-)辻本 一夫(大阪フェニックス)
辻本 里江子(大阪フェニックス)

神谷 省吾(だぶるばーど)
保田 真由美(大浜クラブ)

2222 0000

＜　＜　＜　＜　８０８０８０８０歳以上混合歳以上混合歳以上混合歳以上混合ダブルス 　ダブルス 　ダブルス 　ダブルス 　＞＞＞＞

1回戦●

(21-19/19-21/21-11)棟居 長行(プレンティ)
奈佐 恵(プレンティ)

宇都宮 正満(三国クラブ)
虻川 純子(ＨＲ．ｃｏｍ)

2222 1111

柳 純男(ＫＢＣ)
山内 恵子(ＳＯＢ)

橋本 智(中央ホーム)
藤田 郁子(中央ホーム)

棄権棄権棄権棄権
((((不参不参不参不参
加加加加))))

(21-16/18-21/21-11)三好 信治(大浜クラブ)
長尾 真知子(大浜クラブ)

石崎 一男(北清水クラブ)
竹内 敦子(飛羽会)

2222 1111

(21-13/21-14/-)生田 健一(枚方殿一クラブ)
真本 朱実(枚方殿一クラブ)

山中 静憲(なかよしパワーズ)
吉村 智子(Ｙクラブ)

2222 0000

(21-12/21-16/-)松井 重夫(中央ホーム)
松井 美之(中央ホーム)

楢崎 博(BochiBochi)
平 亜紀(鴨谷グース)

2222 0000

(10-21/21-13/23-21)上田 英男(鴨谷グース)
吉岡 啓子(大浜クラブ)

矢野 利行(泉北バード)
桐島 頼子(スクラッチ)

2222 1111

2回戦●

(25-23/14-21/21-13)棟居 長行(プレンティ)
奈佐 恵(プレンティ)

渡辺 一盛(堺商クラブ)
谷 玉恵(堺商クラブ)

2222 1111

(21-19/21-19/-)江﨑 孝一(ＴＷＢ)
江﨑 春香(ＴＷＢ)

中尾 喜紀(なかよしパワーズ)
桐原 早苗(Ｙクラブ)

2222 0000

(17-21/22-20/21-18)後藤 徳章(枚方殿一クラブ)
生田 陽子(枚方殿一クラブ)

柳 純男(ＫＢＣ)
山内 恵子(ＳＯＢ)

2222 1111
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三好 信治(大浜クラブ)
長尾 真知子(大浜クラブ)

柄崎 圭一(ＡＴＭ)
田村 淳子(ＡＴＭ)

棄権棄権棄権棄権
((((不参不参不参不参
加加加加))))

(19-21/22-20/21-16)生田 健一(枚方殿一クラブ)
真本 朱実(枚方殿一クラブ)

岸本 俊博(ＳＢＣ)
徳田 敦子(大浜クラブ)

2222 1111

(21-14/21-11/-)松井 重夫(中央ホーム)
松井 美之(中央ホーム)

塩谷 孝志(だぶるばーど)
松田 礼子(ＡＴＭ)

2222 0000

(23-21/21-18/-)堀本 弘(三国クラブ)
太田 真理(フリー)

片山 達也(枚方殿一クラブ)
畠山 桂子(枚方殿一クラブ)

2222 0000

(21-16/21-15/-)島田 耕二(Ｙクラブ)
山下 恵美子(和光クラブ)

上田 英男(鴨谷グース)
吉岡 啓子(大浜クラブ)

2222 0000

準々決勝●

(21-12/21-17/-)棟居 長行(プレンティ)
奈佐 恵(プレンティ)

江﨑 孝一(ＴＷＢ)
江﨑 春香(ＴＷＢ)

2222 0000

(21-15/22-24/21-16)後藤 徳章(枚方殿一クラブ)
生田 陽子(枚方殿一クラブ)

三好 信治(大浜クラブ)
長尾 真知子(大浜クラブ)

2222 1111

(21-11/21-18/-)生田 健一(枚方殿一クラブ)
真本 朱実(枚方殿一クラブ)

松井 重夫(中央ホーム)
松井 美之(中央ホーム)

2222 0000

(21-14/21-17/-)島田 耕二(Ｙクラブ)
山下 恵美子(和光クラブ)

堀本 弘(三国クラブ)
太田 真理(フリー)

2222 0000

準決勝●

(21-8/21-16/-)棟居 長行(プレンティ)
奈佐 恵(プレンティ)

後藤 徳章(枚方殿一クラブ)
生田 陽子(枚方殿一クラブ)

2222 0000

(21-16/21-11/-)島田 耕二(Ｙクラブ)
山下 恵美子(和光クラブ)

生田 健一(枚方殿一クラブ)
真本 朱実(枚方殿一クラブ)

2222 0000

決勝戦●

(15-21/21-11/21-16)島田 耕二(Ｙクラブ)
山下 恵美子(和光クラブ)

棟居 長行(プレンティ)
奈佐 恵(プレンティ)

2222 1111
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