
第28回 奈良市わかくさテニス大会

ミックスダブルスの部

中島　正樹 木下　慎太郎 (アニモ)

中島　樹季 62 64 植田　有紀子 (すかっど)

中村　功 柴崎　明
小林　陽子 63 64 北村　喜代子

得永　俊明 澁谷　幸成
得永　玲子 62 W.O 澁谷　康代

米島　和秀 (ロングウッド) 青木　正勝
池尻　裕美 (コスパ) 75 63 棚橋　次美

藤井　英樹 藤田　和昭
中根　真美 61 63 藤田　智子

大原　源太郎 山本　哲也
中矢　企ぬよ 63 63 品川　佐智子

浦野　正徳 三澤　新一郎
植田　靖子 64 63 尾崎　美也子

永井　貴二郎 (ロングウッド) 横山　靖生
吉岡　友希 (すかっど) 63 61 曾根　俊子

橋本　和成 (アニモ) 竹内　真二
三井　晶子 (富雄同) 63 62 川端　亜紀

上田　浩之 浦川　幹雄
羽座　利枝子 W.O 63 竹内　ゆり

衣川　弘晃 恒川　柊
杉田　ひろみ 61 60 恒川　奈津子

原田　拓人 神　貴人
西田　典子 60 63 森村　千恵

中本　紀光 中祖　正則
井手　泰子 64 62 土田　慈子

隈川　隆博 宮本　英
圓藤　郁 63 75 宮本　景子

佐藤　隆之 (テニスラウンジ) 小島　健
横山　昌美 (ヴァンクール) 62 63 藤野　由利子

手島　広行 橘　敏正
東坂　みゆき 60 橘　千晶

中野　凛一 (奈良国) 62 61 竹中　拓麿
永田　佐与 (佐保山) 64 矢野　順子

栗山　連 古尾　謙三 (MTP)

栗山　光美 60 福田　佐衣子 (奈良国)

福田　和男 64 鈴木　昇
小西　裕子 61 60 坂田　美和

岡嶋　正至 貞政　秀男
岡嶋　有子 W.O 64 貞政　真子

大野 拓磨 青木　信幸
伊勢 恵衣子 61 63 辻野　章代

足立　賢剛 尾松　真次
足立　妙子 60 64 尾松　恵子

朝枝　徹 藤代 雄二
高木　裕代 63 60 竹本　典子

中野　隆司 松浦　賢一郎 (平城NT)

中野　亜紀 W.O 60 松浦　佳奈恵 (学L)

高田　浩介 松田　新也
高田　幸子 63 63 中西　理佳

石垣　雅浩 福田　宏雄 (ヴァンクール)

大西　由佳 76 63 福田　知佐子 (学L)

多田　弘 (2) 古川　信晃
多田　多津子 62 61 山本　望桃子

上田　徹也 (帝塚山) 高階　秀岳
河井　和美 (秋篠川) 62 64 高階　美栄

日笠　貴志 三木　浩司
日笠　綾乃 63 62 梶野　良子

佐藤　学 (コスパ) 阪井　秀和
藤岡　京子 (学L) 63 76 齋藤　香織

大西　聡 (4) 片本　英孝
薄葉　文美 63 75 片本　佐保

辻井　正利 上杉　晋也
辻井　深雪 60 永井　圭子

栗原　宜光 (アニモ)

吉原　三千代 (寺小屋)
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神　貴人・森村　千恵

優勝：神　貴人・森村　千恵　(インター)

準優勝：浦野　正徳・植田　靖子　(ヴァンクール)

3位：佐藤　学・藤岡　京子　(コスパ)(学L)

3位：藤代 雄二・竹本　典子　(アニモ)
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