
開催日：平成21年 4月18日（土）

＜　二部男子シングルス 　＞

1回戦●

吉田 真也(じんれい会) 中島 誠吾(Ｒｏｚｅｏ)棄権
(不参
加)

(21-12/21-14/-)佐藤 良太(ＴＷＢ) 山田 秀友(豊崎キャッツアイ)2 0
新田 大蔵(吹田クラブ) 臼井 大輔(ＳＯＢ)棄権

(不参
加)

(13-21/21-15/21-11)藤沢 直輝(じんれい会) 吉岡 克聡(ａｓ)2 1

(21-3/21-8/-)小島 裕史(スピニングラケッツ) 寺嶋 道治(Ｒｉｓｅ)2 0
北出 大貴(フリー) 山本 誠人(天然素罪)棄権

(不参
加)

(21-14/21-14/-)尾崎 将人(ＦｒｅｅＢｉｒｄ) 丸山 惣一郎(飛羽会)2 0

(21-9/21-17/-)松本 和明(スピニングラケッツ) 松本 慶(飛羽会)2 0

(21-19/21-19/-)林 征憲(ＦＩＯＲＥ) 山本 尚史(津田クラブ)2 0

小島 孝仁(じんれい会) 坂口 貴俊(堺商クラブ)棄権
(不参
加)

松島 怜嗣(Ｙクラブ) 山元 雄揮(天然素罪)棄権
(不参
加)

(21-10/21-8/-)橋口 知洋(フリー) 芹ヶ野 博之(グランシャトルズ)2 0

(21-16/21-9/-)森安 楽人(池田クラブ) 花岡 信太郎(じんれい会)2 0
福成 真(ＮＧＨ) 山本 裕隆(北清水クラブ)棄権

(不参
加)

(19-21/21-18/21-16)板坂 亮介(飛羽会) 松盛 彰利(ＨＲ．ｃｏｍ)2 1

2回戦●

吉田 真也(じんれい会) 萩原 純平(ＧＥＮＫＩ)棄権
(不参
加)

(21-13/21-17/-)佐藤 良太(ＴＷＢ) 新田 大蔵(吹田クラブ)2 0

(21-10/21-6/-)小島 裕史(スピニングラケッツ) 藤沢 直輝(じんれい会)2 0

(21-19/25-23/-)尾崎 将人(ＦｒｅｅＢｉｒｄ) 北出 大貴(フリー)2 0

(21-12/21-16/-)林 征憲(ＦＩＯＲＥ) 松本 和明(スピニングラケッツ)2 0

(22-20/21-14/-)小島 孝仁(じんれい会) 松島 怜嗣(Ｙクラブ)2 0

(21-19/21-15/-)森安 楽人(池田クラブ) 橋口 知洋(フリー)2 0

(23-21/23-21/-)福成 真(ＮＧＨ) 板坂 亮介(飛羽会)2 0

準々決勝●

(21-19/21-17/-)佐藤 良太(ＴＷＢ) 吉田 真也(じんれい会)2 0

(21-10/21-9/-)小島 裕史(スピニングラケッツ) 尾崎 将人(ＦｒｅｅＢｉｒｄ)2 0

(20-22/21-14/21-19)林 征憲(ＦＩＯＲＥ) 小島 孝仁(じんれい会)2 1

(19-21/21-11/21-13)森安 楽人(池田クラブ) 福成 真(ＮＧＨ)2 1

準決勝●

(17-21/21-9/21-10)小島 裕史(スピニングラケッツ) 佐藤 良太(ＴＷＢ)2 1

(21-18/19-21/23-21)林 征憲(ＦＩＯＲＥ) 森安 楽人(池田クラブ)2 1

決勝戦●

(21-7/21-9/-)小島 裕史(スピニングラケッツ) 林 征憲(ＦＩＯＲＥ)2 0

＜　一部男子シングルス 　＞

1回戦●

田中 通隆(なかよしパワーズ) 松茂良 興太(熊取クラブ)棄権
(不参
加)

(21-16/21-11/-)三浦 匠(童心クラブ) 清多 俊博(吹田クラブ)2 0

(21-13/14-21/21-15)堀 義秋(鴨谷グース) 三田 友紀(ＦＩＯＲＥ)2 1

(21-18/21-11/-)結城 洋介(箕面クラブ) 井関 洋介(ａｓ)2 0
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(21-14/19-21/24-22)土井 惣司(じんれい会) 柳澤 佑(豊能BC)2 1

2回戦●

(21-15/21-19/-)松尾 信幸(童心クラブ) 田中 通隆(なかよしパワーズ)2 0

(21-18/21-11/-)福田 健朗(大阪フェニックス) 高木 圭一郎(Ｙクラブ)2 0

(21-4/21-8/-)喜夾 順司(三国クラブ) 北口 明宏(鴨谷グース)2 0
船本 貴之(北清水クラブ) 元井 宏郭(ＡＴＭ)棄権

(不参
加)

(23-21/22-20/-)藤田 岳志(三国クラブ) 三浦 匠(童心クラブ)2 0
平尾 亮(箕面クラブ) 岩田 圭介(北清水クラブ)棄権

(不参
加)

(21-15/19-21/21-17)健 勇希(INOCCOクラブ) 濱田 祐斗(Ｙクラブ)2 1

(21-19/21-18/-)田渕 太一(ａｓ) 堀 義秋(鴨谷グース)2 0

(21-16/19-21/21-12)林 潤一(泉北バード) 結城 洋介(箕面クラブ)2 1

(21-18/21-9/-)大久保 正信(Ｙクラブ) 日野 教(ＡＴＭ)2 0
下津 隆史(童心クラブ) 北辻 和孝(大阪フェニックス)棄権

(不参
加)

(21-12/21-14/-)白井 暢一(ＳＯＢ) 山本 秀明(勝山ＯＢ会)2 0

(11-21/21-15/21-19)堀井 美登(鴨谷グース) 浅川 瑛大(ＡＴＭ)2 1

松本 和典(熊取クラブ) 藤原 瑛佳(中央ホーム)棄権
(不参
加)

今村 勇史(三国クラブ) 阪口 恵二朗(童心クラブ)棄権
(不参
加)

(21-11/21-12/-)竹下 裕二(北清水クラブ) 土井 惣司(じんれい会)2 0

3回戦●

(15-21/21-13/23-21)松尾 信幸(童心クラブ) 福田 健朗(大阪フェニックス)2 1

(21-18/21-15/-)喜夾 順司(三国クラブ) 船本 貴之(北清水クラブ)2 0

(24-22/22-20/-)藤田 岳志(三国クラブ) 平尾 亮(箕面クラブ)2 0

(21-14/21-13/-)田渕 太一(ａｓ) 健 勇希(INOCCOクラブ)2 0

(23-21/21-11/-)林 潤一(泉北バード) 大久保 正信(Ｙクラブ)2 0

(21-16/24-22/-)下津 隆史(童心クラブ) 白井 暢一(ＳＯＢ)2 0

(21-10/21-15/-)松本 和典(熊取クラブ) 堀井 美登(鴨谷グース)2 0

(21-16/21-13/-)竹下 裕二(北清水クラブ) 今村 勇史(三国クラブ)2 0

準々決勝●

(21-15/21-19/-)松尾 信幸(童心クラブ) 喜夾 順司(三国クラブ)2 0

(21-11/21-11/-)田渕 太一(ａｓ) 藤田 岳志(三国クラブ)2 0

(21-9/21-14/-)林 潤一(泉北バード) 下津 隆史(童心クラブ)2 0

(21-17/21-15/-)竹下 裕二(北清水クラブ) 松本 和典(熊取クラブ)2 0

準決勝●

(21-18/21-19/-)松尾 信幸(童心クラブ) 田渕 太一(ａｓ)2 0

(21-14/12-21/21-13)竹下 裕二(北清水クラブ) 林 潤一(泉北バード)2 1

決勝戦●

(21-15/16-21/21-12)竹下 裕二(北清水クラブ) 松尾 信幸(童心クラブ)2 1

＜　一部女子シングルス 　＞

1回戦●

(21-14/21-11/-)西 美奈子(Ｙクラブ) 駒川 尚美(ＳＯＢ)2 0

(12-21/21-17/21-19)前田 志穂美(じんれい会) 武知 絵里子(枚方殿一クラブ)2 1
上山 あずみ(ＦＩＯＲＥ) 坂本 昭子(ＧＡＮＢＡＲＯ)棄権

(不参
加)

準々決勝●

(21-11/21-9/-)箱崎 裕子(ホワイトエンジェル) 西 美奈子(Ｙクラブ)2 0

(21-18/21-15/-)吉井 香織(枚方殿一クラブ) 和久 淳子(北清水クラブ)2 0
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(21-15/21-15/-)原田 佳香(北清水クラブ) 前田 志穂美(じんれい会)2 0

(21-9/21-10/-)橋詰 久美(Ｙクラブ) 上山 あずみ(ＦＩＯＲＥ)2 0

準決勝●

(21-9/21-12/-)箱崎 裕子(ホワイトエンジェル) 吉井 香織(枚方殿一クラブ)2 0

(21-16/21-16/-)橋詰 久美(Ｙクラブ) 原田 佳香(北清水クラブ)2 0

決勝戦●

(21-17/21-16/-)箱崎 裕子(ホワイトエンジェル) 橋詰 久美(Ｙクラブ)2 0

＜　二部女子シングルス 　＞

準々決勝●

(21-18/21-16/-)樋口 綾子(Ｒｉｓｅ) 小坂 知佳(じんれい会)2 0

(21-8/21-13/-)伊藤 美紀(フリー) 二河 佳那江(ＦＩＯＲＥ)2 0

(21-15/21-11/-)吉川 友理(大浜クラブ) 堀内 彩加(ＩＬＬＣ)2 0

準決勝●

(21-19/21-11/-)樋口 綾子(Ｒｉｓｅ) 玉村 紀子(ａｓ)2 0

(21-11/21-8/-)吉川 友理(大浜クラブ) 伊藤 美紀(フリー)2 0

決勝戦●

(21-15/21-13/-)吉川 友理(大浜クラブ) 樋口 綾子(Ｒｉｓｅ)2 0

＜　３０歳女子シングルス 　＞

準々決勝●

植野 恵美子(エンジェル) 松尾 奈歩(ＨＲ．ｃｏｍ)棄権
(不参
加)

棄権
(不参
加不

準決勝●

宮崎 恵美子(北清水クラブ) 前者棄権
前者棄権

棄権
(該当
者ﾅ

(21-19/21-17/-)孝石 麻紀子(グランシャトルズ) 中留 玉恵(中央ホーム)2 0

決勝戦●

(21-9/21-15/-)宮崎 恵美子(北清水クラブ) 孝石 麻紀子(グランシャトルズ)2 0

＜　４０歳女子シングルス 　＞

準決勝●

(21-18/21-11/-)三宅 奈津子(枚方殿一クラブ) 桐島 頼子(スクラッチ)2 0

(18-21/21-14/21-10)小高 由香(和光クラブ) 徳山 峰子(ＧＡＮＢＡＲＯ)2 1

決勝戦●

(21-10/21-11/-)三宅 奈津子(枚方殿一クラブ) 小高 由香(和光クラブ)2 0

＜　３０歳男子シングルス 　＞

1回戦●

赤川 誠(Ｙクラブ) 能瀬 智行(なでしこ)棄権
(不参
加)

(10-21/21-18/25-23)川嶋 一弘(枚方殿一クラブ) 勝田 周樹(飛羽会)2 1

(21-9/21-19/-)荒木 直人(勝山ＯＢ会) 御崎 和也(関西クラブ)2 0

(15-21/21-9/21-14)正岡 毅(飛羽会) 斎藤 甲侍(童心クラブ)2 1
冨永 隆行(北清水クラブ) 森本 圭太(箕面クラブ)棄権

(不参
加)

(21-18/19-21/21-15)永田 一郎(Ｙクラブ) 森本 健嗣(豊中クラブ)2 1

(21-8/21-8/-)御前 雄司(関西クラブ) 中川 貴仁(飛羽会)2 0

(21-19/21-9/-)大森 康博(Ｙクラブ) 安倍 誠(ＳＯＢ)2 0

準々決勝●

(23-21/21-14/-)赤川 誠(Ｙクラブ) 川嶋 一弘(枚方殿一クラブ)2 0

(21-12/23-21/-)荒木 直人(勝山ＯＢ会) 正岡 毅(飛羽会)2 0

(19-21/21-17/25-23)冨永 隆行(北清水クラブ) 永田 一郎(Ｙクラブ)2 1
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(21-16/21-14/-)御前 雄司(関西クラブ) 大森 康博(Ｙクラブ)2 0

準決勝●

(21-18/21-19/-)赤川 誠(Ｙクラブ) 荒木 直人(勝山ＯＢ会)2 0

(21-10/21-7/-)御前 雄司(関西クラブ) 冨永 隆行(北清水クラブ)2 0

決勝戦●

(21-6/17-21/21-14)御前 雄司(関西クラブ) 赤川 誠(Ｙクラブ)2 1

＜　３５歳男子シングルス 　＞

1回戦●
藤野 達哉(フリー) 福原 達雄(フリー)棄権

(不参
加)

(21-15/21-8/-)福井 武司(ＳＯＢ) 松永 耕治(Ｒｏｚｅｏ)2 0

(21-15/21-11/-)夏原 活也(箕面クラブ) 河上 守(Ｙクラブ)2 0

準々決勝●

(21-10/21-11/-)仲田 真基(池田クラブ) 藤野 達哉(フリー)2 0

(21-18/21-18/-)梅川 修(箕面クラブ) 中島 啓之(泉北バード)2 0

(21-8/21-15/-)福井 武司(ＳＯＢ) 池内 健人(ＳＢＣ)2 0

(21-18/21-15/-)合田 昌央(ＡＴＭ) 夏原 活也(箕面クラブ)2 0

準決勝●

(21-12/20-22/21-16)仲田 真基(池田クラブ) 梅川 修(箕面クラブ)2 1

(21-16/21-13/-)福井 武司(ＳＯＢ) 合田 昌央(ＡＴＭ)2 0

決勝戦●

(21-18/23-21/-)仲田 真基(池田クラブ) 福井 武司(ＳＯＢ)2 0

＜　４０歳男子シングルス 　＞

準々決勝●

(21-11/21-6/-)真野 功(飛羽会) 三橋 有吾(Ｙクラブ)2 0

(21-13/21-8/-)藤田 久(三国クラブ) 瀬戸 正己(池田クラブ)2 0

(22-20/21-13/-)倉田 隆男(ＳＯＢ) 川上 隆司(池田クラブ)2 0

(21-16/19-21/21-18)木村 好徳(スピニングラケッツ) 中尾 州陽(かえる団)2 1

準決勝●

(10-21/21-18/21-16)藤田 久(三国クラブ) 真野 功(飛羽会)2 1

(21-16/20-22/21-19)木村 好徳(スピニングラケッツ) 倉田 隆男(ＳＯＢ)2 1

決勝戦●

(21-14/21-10/-)藤田 久(三国クラブ) 木村 好徳(スピニングラケッツ)2 0

＜　４５歳男子シングルス 　＞

1回戦●

(21-14/21-10/-)安宅 稔和(ＩＬＬＣ) 塩崎 晃司(大浜クラブ)2 0

準々決勝●

(21-15/21-13/-)楠本 直樹(豊中クラブ) 安宅 稔和(ＩＬＬＣ)2 0

(21-19/21-17/-)藤原 勝美(友鳩サークル) 手塚 和彦(花園ウイングス)2 0

(21-15/21-13/-)永井 泉(鴨谷グース) 渡辺 清人(枚方殿一クラブ)2 0

中竹 辰美(熊取クラブ) 佐野 享(ＳＢＣ)棄権
(不参
加)

準決勝●

(21-17/21-8/-)楠本 直樹(豊中クラブ) 藤原 勝美(友鳩サークル)2 0

(21-19/20-22/21-16)中竹 辰美(熊取クラブ) 永井 泉(鴨谷グース)2 1

決勝戦●

(21-16/21-6/-)楠本 直樹(豊中クラブ) 中竹 辰美(熊取クラブ)2 0

＜　５０歳男子シングルス 　＞
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1回戦●

(21-14/21-12/-)中村 雅次(レッドシャトル) 大塚 勝(童心クラブ)2 0

(21-12/21-15/-)林田 庄一(北清水クラブ) 妙中 直之(じんれい会)2 0

(21-14/21-17/-)永野 豊(INOCCOクラブ) 小島 一実(池田クラブ)2 0

準々決勝●

(21-12/21-6/-)幡野 幸夫(飛羽会) 中村 雅次(レッドシャトル)2 0

(21-16/21-5/-)野牧 喜幸(ＳＯＢ) 榎本 昌泰(北摂クラブ)2 0

(13-21/21-19/21-14)林田 庄一(北清水クラブ) 中野 隆夫(ＦＢＣ)2 1

(21-13/21-9/-)西上 徹(レッドシャトル) 永野 豊(INOCCOクラブ)2 0

準決勝●

(21-10/21-10/-)野牧 喜幸(ＳＯＢ) 幡野 幸夫(飛羽会)2 0

(15-21/21-8/21-15)林田 庄一(北清水クラブ) 西上 徹(レッドシャトル)2 1

決勝戦●

(21-8/18-21/21-7)野牧 喜幸(ＳＯＢ) 林田 庄一(北清水クラブ)2 1

＜　５５歳男子シングルス 　＞

準々決勝●

高田 真一郎(友鳩サークル) 原 健(飛羽会)棄権
(不参
加)

準決勝●

(21-13/21-9/-)松村 禎之(池田クラブ) 高田 真一郎(友鳩サークル)2 0

(21-15/21-8/-)山田 敏勝(さくらＢＣ) 高木 茂和(北摂クラブ)2 0

決勝戦●

(21-14/21-23/21-16)松村 禎之(池田クラブ) 山田 敏勝(さくらＢＣ)2 1

＜　６０歳男子シングルス 　＞

準々決勝●

(21-8/16-21/21-9)酒井 正博(鴨谷グース) 竹下 幸男(北清水クラブ)2 1

(21-16/21-12/-)松浪 新治(ＳＢＣ) 北出 隆(Ｙクラブ)2 0

(21-11/21-4/-)岡本 哲男(飛羽会) 千葉 昌尚(中央ホーム)2 0

準決勝●

(19-21/21-10/21-10)東 寿一(ミドリＢＣ) 酒井 正博(鴨谷グース)2 1

(21-14/21-8/-)岡本 哲男(飛羽会) 松浪 新治(ＳＢＣ)2 0

決勝戦●

(21-16/21-10/-)東 寿一(ミドリＢＣ) 岡本 哲男(飛羽会)2 0

＜　６５歳男子シングルス 　＞

準々決勝●

谷口 孝次(九中クラブ) 林 秀次郎(熊取クラブ)棄権
(不参
加)

(21-19/21-8/-)杉谷 義明(九中クラブ) 四方 光市(池田クラブ)2 0

準決勝●

(21-15/21-17/-)久保川 正啓(Ｙクラブ) 谷口 孝次(九中クラブ)2 0

(21-11/21-19/-)岡 国臣(阪南クラブ) 杉谷 義明(九中クラブ)2 0

決勝戦●

(21-19/21-12/-)岡 国臣(阪南クラブ) 久保川 正啓(Ｙクラブ)2 0

＜　一部混合複 　＞

1回戦●

(21-13/21-16/-)愛甲 直也(フリー)
小梶 未奈(Birdies)

西 保海(友鳩サークル)
亀井 麻美(友鳩サークル)

2 0

(21-18/21-14/-)山田 隆一(相生クラブ)
鈴木 良実(相生クラブ)

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)

2 0

- 5 -



(21-12/21-5/-)岡野 史裕(童心クラブ)
草薙 美幸(ホワイトエンジェル)

数野 祐介(ＨＲ．ｃｏｍ)
西村 貴美子(Ｒ・Ｈ・Ｋ)

2 0

(21-17/21-16/-)澤井 憲正(ＳＯＢ)
松尾 知佳(ＳＯＢ)

田中 優作(フリー)
山崎 悦子(フリー)

2 0

(21-13/21-12/-)宮岡 成憲(スピリッツ)
宮岡 彩可(Birdies)

綿島 大地(ギースクラブ)
綿島 有紀(ギースクラブ)

2 0

(21-10/21-13/-)多谷 公志(飛羽会)
三条 麻菜(飛羽会)

パマワン プリダー(ＳＯＢ)
笹瀬 紗知子(ＳＯＢ)

2 0

(21-17/21-18/-)高杉 毅史(スピニングラケッツ)
西岡 智美(和光クラブ)

水本 真作(ＳＯＢ)
豊田 希代美(ＳＯＢ)

2 0

(21-16/21-15/-)川村 隼斗(勝山ＯＢ会)
林 尚美(なかよしパワーズ)

名越 雅一(Ｒ・Ｈ・Ｋ)
田端 里絵(Ｒ・Ｈ・Ｋ)

2 0

2回戦●

(21-8/21-11/-)宮田 典明(ホワイトエンジェル)
渡辺 沙織(なかよしパワーズ)

愛甲 直也(フリー)
小梶 未奈(Birdies)

2 0

(21-18/21-15/-)山田 隆一(相生クラブ)
鈴木 良実(相生クラブ)

吉森 文彦(勝山ＯＢ会)
薦田 朋美(ＡＴＭ)

2 0

岡野 史裕(童心クラブ)
草薙 美幸(ホワイトエンジェル)

小山 顕(ＩＬＬＣ)
小川 三奈子(ＩＬＬＣ)

棄権
(不参
加)

(23-21/21-11/-)澤井 憲正(ＳＯＢ)
松尾 知佳(ＳＯＢ)

上地 稔(泉北バード)
上地 友佳子(スクラッチ)

2 0

(23-21/21-11/-)虻川 友光(三国クラブ)
都志 麻衣(フリー)

宮岡 成憲(スピリッツ)
宮岡 彩可(Birdies)

2 0

(21-16/21-19/-)多谷 公志(飛羽会)
三条 麻菜(飛羽会)

小口 伊玖磨(ＮＯＢＣ)
永田 瞳(ＩＬＬＣ)

2 0

(21-9/21-11/-)岡田 淳(ホワイトエンジェル)
藤井 梓(ホワイトエンジェル)

高杉 毅史(スピニングラケッツ)
西岡 智美(和光クラブ)

2 0

(21-10/21-17/-)川村 隼斗(勝山ＯＢ会)
林 尚美(なかよしパワーズ)

江田 孝司(天王クラブ)
江田 晴美(ＩＬＬＣ)

2 0

準々決勝●

(21-8/21-12/-)宮田 典明(ホワイトエンジェル)
渡辺 沙織(なかよしパワーズ)

山田 隆一(相生クラブ)
鈴木 良実(相生クラブ)

2 0

(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)

澤井 憲正(ＳＯＢ)
松尾 知佳(ＳＯＢ)

2 0

(19-21/21-18/21-15)虻川 友光(三国クラブ)
都志 麻衣(フリー)

多谷 公志(飛羽会)
三条 麻菜(飛羽会)

2 1

(21-15/21-11/-)岡田 淳(ホワイトエンジェル)
藤井 梓(ホワイトエンジェル)

川村 隼斗(勝山ＯＢ会)
林 尚美(なかよしパワーズ)

2 0

準決勝●

(21-12/21-14/-)宮田 典明(ホワイトエンジェル)
渡辺 沙織(なかよしパワーズ)

岡野 史裕(童心クラブ)
草薙 美幸(ホワイトエンジェル)

2 0

(21-17/13-21/21-15)岡田 淳(ホワイトエンジェル)
藤井 梓(ホワイトエンジェル)

虻川 友光(三国クラブ)
都志 麻衣(フリー)

2 1

決勝戦●

(21-12/21-15/-)宮田 典明(ホワイトエンジェル)
渡辺 沙織(なかよしパワーズ)

岡田 淳(ホワイトエンジェル)
藤井 梓(ホワイトエンジェル)

2 0

＜　二部混合複 　＞

1回戦●

(24-26/21-18/21-18)プロジョ ユリハントロ(池田クラブ)
堀内 知子(池田クラブ)

茶木 勇樹(グランシャトルズ)
茶木 美奈(グランシャトルズ)

2 1

(21-16/21-18/-)森下 正志(Ｒｏｚｅｏ)
清水 春花(Ｒｏｚｅｏ)

神田 将平(ＳＯＢ)
藤本 美代子(ＳＯＢ)

2 0

(21-15/21-17/-)柳村 晃央(ＳＢＣ)
東 百恵(パルプンテ)

山崎 悠樹(Ｒｏｚｅｏ)
黒川 真理恵(Ｒｏｚｅｏ)

2 0

準々決勝●

(21-9/21-10/-)プロジョ ユリハントロ(池田クラブ)
堀内 知子(池田クラブ)

横手 孝治(Ｒｏｚｅｏ)
岡田 薫(Ｒｏｚｅｏ)

2 0

(21-15/21-17/-)福田 博亘(鶴の子クラブ)
前田 三穂(ＦＩＯＲＥ)

松井 重夫(中央ホーム)
岩瀬 潤子(中央ホーム)

2 0

(21-11/21-11/-)森下 正志(Ｒｏｚｅｏ)
清水 春花(Ｒｏｚｅｏ)

市野 修(ＦＩＯＲＥ)
山本 えりか(ＦＩＯＲＥ)

2 0
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(21-15/21-5/-)柳村 晃央(ＳＢＣ)
東 百恵(パルプンテ)

太田 克哉(枚方殿一クラブ)
出島 尚美(ＳＯＢ)

2 0

準決勝●

(21-10/21-12/-)プロジョ ユリハントロ(池田クラブ)
堀内 知子(池田クラブ)

福田 博亘(鶴の子クラブ)
前田 三穂(ＦＩＯＲＥ)

2 0

(21-13/16-21/21-17)柳村 晃央(ＳＢＣ)
東 百恵(パルプンテ)

森下 正志(Ｒｏｚｅｏ)
清水 春花(Ｒｏｚｅｏ)

2 1

決勝戦●

(21-17/13-21/21-12)プロジョ ユリハントロ(池田クラブ)
堀内 知子(池田クラブ)

柳村 晃央(ＳＢＣ)
東 百恵(パルプンテ)

2 1

＜　６０歳混合複 　＞

1回戦●
畑下 隆男(中央ホーム)
田中 延枝(ＳＯＢ)

門野 聡(グランシャトルズ)
増田 美代子(ホワイトエンジェル)

棄権
(不参
加)

準々決勝●

(21-12/21-17/-)千菊 浩二(泉北バード)
千菊 佳美(スクラッチ)

畑下 隆男(中央ホーム)
田中 延枝(ＳＯＢ)

2 0

(21-18/20-22/21-18)倉本 浩行(セルフィッシュ)
倉本 紗甫(枚方殿一クラブ)

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)

2 1

(21-9/21-11/-)川端 明徳(枚方殿一クラブ)
石井 厚子(枚方殿一クラブ)

森田 晃充(鴨谷グース)
久保 和美(鴨谷グース)

2 0

(21-18/21-19/-)有田 浩史(大阪フェニックス)
有田 彩子(大阪フェニックス)

都志 研二郎(ＦＩＯＲＥ)
市野 由香里(ＦＩＯＲＥ)

2 0

準決勝●

(21-9/21-11/-)千菊 浩二(泉北バード)
千菊 佳美(スクラッチ)

倉本 浩行(セルフィッシュ)
倉本 紗甫(枚方殿一クラブ)

2 0

(21-19/14-21/21-17)有田 浩史(大阪フェニックス)
有田 彩子(大阪フェニックス)

川端 明徳(枚方殿一クラブ)
石井 厚子(枚方殿一クラブ)

2 1

決勝戦●

(21-13/21-12/-)千菊 浩二(泉北バード)
千菊 佳美(スクラッチ)

有田 浩史(大阪フェニックス)
有田 彩子(大阪フェニックス)

2 0

＜　７０歳混合複 　＞

1回戦●

(13-21/21-13/21-17)福丸 敦司(もみじ会)
善波 彩(ＳＯＢ)

山田 祐介(関西クラブ)
野澤 みどり(ＦＩＯＲＥ)

2 1

準々決勝●

(21-17/21-7/-)岩津 寿茂(ＡＴＭ)
薦田 美幸(ＡＴＭ)

福丸 敦司(もみじ会)
善波 彩(ＳＯＢ)

2 0

(21-16/21-15/-)浜頭 了慈(吹田クラブ)
鎌田 さおり(フリー)

森 陽一(ＳＯＢ)
出村 春美(ＳＯＢ)

2 0

(21-14/21-14/-)國信 建臣(ＡＴＭ)
横内 真弓(ＳＯＢ)

池田 嘉朗(友鳩サークル)
前田 晴恵(友鳩サークル)

2 0

(21-17/21-16/-)岡 充洋(ＳＢＣ)
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)

2 0

準決勝●

(21-19/15-21/25-23)浜頭 了慈(吹田クラブ)
鎌田 さおり(フリー)

岩津 寿茂(ＡＴＭ)
薦田 美幸(ＡＴＭ)

2 1

(21-12/21-8/-)國信 建臣(ＡＴＭ)
横内 真弓(ＳＯＢ)

岡 充洋(ＳＢＣ)
保田 真由美(大浜クラブ)

2 0

決勝戦●

(13-21/21-16/21-18)國信 建臣(ＡＴＭ)
横内 真弓(ＳＯＢ)

浜頭 了慈(吹田クラブ)
鎌田 さおり(フリー)

2 1

＜　８０歳混合複 　＞

1回戦●

(21-19/15-21/21-13)寺田 貴俊(杉本クラブ)
佐藤 充代(フリー)

羽岡 貞一(ベアーズ)
宮下 亜矢(ＨＡＮＥクラブ)

2 1
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(21-17/21-10/-)徳田 喜芳(鴨谷グース)
徳田 敦子(大浜クラブ)

小林 稔(フリー)
吉崎 美香(中央ホーム)

2 0

(21-13/21-15/-)仁科 晃一(ＳＢＣ)
松井 美之(中央ホーム)

坪内 重和(フリー)
坪内 智子(フリー)

2 0

(21-15/21-11/-)寺尾 学(かえる団)
岸本 雅世(和光クラブ)

堀田 雅昭(ＳＯＢ)
森脇 順子(ＳＯＢ)

2 0

準々決勝●

(23-21/21-19/-)渡辺 一盛(堺商クラブ)
谷 玉恵(堺商クラブ)

寺田 貴俊(杉本クラブ)
佐藤 充代(フリー)

2 0

(21-17/21-12/-)徳田 喜芳(鴨谷グース)
徳田 敦子(大浜クラブ)

山崎 智司(ATMIC　HEART)
横井 栄子(ＡＴＭ)

2 0

(21-19/21-13/-)仁科 晃一(ＳＢＣ)
松井 美之(中央ホーム)

片山 達也(枚方殿一クラブ)
畠山 桂子(枚方殿一クラブ)

2 0

(22-20/21-8/-)寺尾 学(かえる団)
岸本 雅世(和光クラブ)

高橋 康司(大阪フェニックス)
上枝 淳子(フリー)

2 0

準決勝●

(21-17/21-14/-)徳田 喜芳(鴨谷グース)
徳田 敦子(大浜クラブ)

渡辺 一盛(堺商クラブ)
谷 玉恵(堺商クラブ)

2 0

(21-15/21-15/-)寺尾 学(かえる団)
岸本 雅世(和光クラブ)

仁科 晃一(ＳＢＣ)
松井 美之(中央ホーム)

2 0

決勝戦●

(21-19/23-25/21-16)徳田 喜芳(鴨谷グース)
徳田 敦子(大浜クラブ)

寺尾 学(かえる団)
岸本 雅世(和光クラブ)

2 1

＜　９０歳混合複 　＞

1回戦●

(18-21/21-15/21-14)堀本 弘(三国クラブ)
太田 真理(ＨＲ．ｃｏｍ)

増野 哲夫(枚方殿一クラブ)
藤木 伸子(枚方殿一クラブ)

2 1

(21-18/21-8/-)谷藤 準(童心クラブ)
上辻 通代(ＨＡＮＥクラブ)

矢野 利行(豊崎キャッツアイ)
永田 優子(ＩＬＬＣ)

2 0

2回戦●

(21-9/21-12/-)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(ＨＲ．ｃｏｍ)

2 0

上田 英男(鴨谷グース)
吉岡 啓子(鴨谷グース)

柳 純男(サラディー)
都築 由紀子(サラディー)

棄権
(不参
加)

(21-14/21-15/-)柿木 康雄(北清水クラブ)
中鍋 まつえ(北清水クラブ)

古谷 譲(池田クラブ)
土屋 記巳子(ＧＡＮＢＡＲＯ)

2 0

(21-17/19-21/22-20)江﨑 孝一(ＴＷＢ)
江﨑 春香(ＴＷＢ)

後藤 徳章(枚方殿一クラブ)
生田 陽子(枚方殿一クラブ)

2 1

(21-12/21-11/-)生田 健一(枚方殿一クラブ)
真本 朱実(枚方殿一クラブ)

江村 誠(夜宴クラブ)
梅木 深雪(ＯＳＬ)

2 0

(21-15/21-11/-)中尾 喜紀(なかよしパワーズ)
桐原 早苗(Ｙクラブ)

三好 信治(大浜クラブ)
長尾 真知子(大浜クラブ)

2 0

塩谷 孝志(だぶるばーど)
松田 礼子(ＡＴＭ)

田中 聡(池田クラブ)
竹田 朋子(池田クラブ)

棄権
(不参
加)

(21-8/21-9/-)谷藤 準(童心クラブ)
上辻 通代(ＨＡＮＥクラブ)

植野 昭夫(大阪フェニックス)
植野 弘子(中央ホーム)

2 0

準々決勝●

(21-11/21-6/-)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(鴨谷グース)

2 0

(21-15/21-12/-)江﨑 孝一(ＴＷＢ)
江﨑 春香(ＴＷＢ)

柿木 康雄(北清水クラブ)
中鍋 まつえ(北清水クラブ)

2 0

(22-20/12-21/21-9)生田 健一(枚方殿一クラブ)
真本 朱実(枚方殿一クラブ)

中尾 喜紀(なかよしパワーズ)
桐原 早苗(Ｙクラブ)

2 1

(21-9/21-9/-)谷藤 準(童心クラブ)
上辻 通代(ＨＡＮＥクラブ)

塩谷 孝志(だぶるばーど)
松田 礼子(ＡＴＭ)

2 0

準決勝●

(21-12/21-13/-)島田 耕二(Ｙクラブ)
山下 恵美子(和光クラブ)

江﨑 孝一(ＴＷＢ)
江﨑 春香(ＴＷＢ)

2 0

(21-13/21-8/-)谷藤 準(童心クラブ)
上辻 通代(ＨＡＮＥ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)

2 0
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決勝戦●

(22-20/21-10/-)谷藤 準(童心クラブ)
上辻 通代(ＨＡＮＥクラブ)

島田 耕二(Ｙクラブ)
山下 恵美子(和光クラブ)

2 0
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