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第21回東播磨テニス選手権大会ダブルスの結果

日　　　時： 平成21年3月20日（金）（祝）　　予備日　平成21年3月21日（土）
受付、試合開始は下記参照

場　　　所： 小野大池総合公園テニスコート（小野市王子町917-1）
河合運動広場テニスコート（小野市河合中町48-2）

主　　　催： 加東市テニス協会　西脇市テニス協会　三木市テニス協会
明石市テニス協会　高砂市テニス協会　加古川市テニス協会
加西市テニス協会　小野市テニス協会

主　　　管： 小野市テニス協会

注意事項 1. 参加選手は、試合10分前までに、大会本部で受付を済ませてください。
試合開始時刻に遅れたときは、棄権とします。

2. 試合は、1セットマッチ（6-6　12ポイントタイブレーク）
3. 試合の審判は、セルフジャッジでお願いします。
4. 勝者はスコアカードと試合球を本部まで返却してください。
5. 当日の天候がはっきりしないときは、一応定刻までにおいでください。
6. 試合前の練習は、。サービスのみとします。
7. 大会中の事故については一切責任は負いません。

男子ダブルス(河合運動広場
1～16：受付8時30分から50分、9時試合開始

17～32：受付10時まで

1. 吉井 康裕・木村 裕明（明石）

2. BYE

3. 橋本 康則・中嶋 良秀（高砂）

4. 清原 英和・森本 信彦（加古川）

5. 藤原 彬鋭・池町 涼介（三木）

6. 大澤 雅史・山本 泰之（西脇）

7. 吉田 敏郎・荒田 マサミチ（加東）

8. 橋本 浩・斎藤 誠（小野）

6-3
9.

10.

西村 雅志・南木 賢吾（小野）

節句田 稔・前田 正尚（加古川）
7-6 11. 中山 直樹・松藤 充博（高砂）

6-2 12. 吉村 英隆・川竹 真弘（明石）
6-1 13. 柏木 勲・上田 剛（小野）

6-0 14. 田中 省一郎・長井 淳一（高砂）
6-3 15. 池田 純・河津 和彦（加古川）

【優勝】
吉井 康裕
木村 裕明

（明石）

6-3 16. 岩城 吉夫・井口 昌明（明石）
6-3 17. 明石 寛人・堀田 敦嗣（明石）

18. BYE
6-3 19. 竹内 彰良・竹内 基（高砂）

6-3 20. 大西 良治・嘉藤 憲成（加古川）
6-2 21. 山田 智博・藤本 佳明（加西）

6-0 22. 岡嶋 隆巳・河合 和仁（小野）
7-5 23. 川内 敬文・鈴木 義治（高砂）

6-2 24. 小柴 寛告・木村 通孝（三木）
6-2 25. 萬代 知也・首藤 誠（加古川）

6-3 26. 小山 紘正・荻野 哲郎（西脇）
7-6 27. 宇原 幹雄・安部 真也（三木）

6-3 28. 井岡 公一・名田 幸弘（高砂）
6-0 29. 大谷 良・二宮 洋（小野）

6-0 30. 岡 明秀・団 一幸（加古川）
6-4 31. BYE

32. 下志方 裕生・宇仁菅 崇（明石）



男子壮年ダブルス（小野大池総合公園） 受付：10時30分まで

1. 藤賀 康穂・藤原 良一（加東）

2. BYE
6-3 3. 神吉 浩・横山 智彦（高砂）

6-2 4. 梅本 明・山下 昌幸（明石）
7-5 5. 西谷 慎祐・牛嶋 功（高砂）

6-3 6. 友藤 和正・岡田 嘉正（小野）
6-2 7. 木本 卓博・古田 武（高砂）

【優勝】
藤賀 康穂
藤原 良一

（加東）

6-0 8. 広川 勝文・田宮 豊弘（高砂）
6-4 9. 戸田 正巳・華江 豊（高砂）

7-6 10. 山口 泰雄・菊池 孝（明石）
6-4 11. 中島 昌夫・水川 敏彦（高砂）

6-4 12. 下山 敬次・首藤 伸二（明石）
6-4 13. 長谷川 法正・内田 元（高砂）

6-0 14. 御園生 邦男・芦野 弘行（明石）
6-2 15. 山本 正美・小林 博樹（高砂）

6-1 16. 青木 剛・日浦 良典（明石）

女子ダブルス（小野大池総合公園） 受付：8時30分から50分、試合開始9時

1. 魚本 和香・藤原 美恵（三木）

2. 中村 恵子・平野 真希（小野）7-5

6-1 3. 大塚 初恵・角谷 圭子（加古川）7-5

4. 武本 利香・和泉 千尋（高砂）
6-1 5. ト部 淳子・金岡 由里子（明石）

7-6
6. 渡辺 直子・島田 珠美（高砂）

6-0 7. 青木 香・滝原 美由紀（明石）
6-1 8. 横山 真理・中山 まゆみ（高砂）【優勝】

ト部 淳子
金岡 由里子

（明石）

6-4 9. 森 歩実・西村 奈菜（加古川）
6-1

10. 森 サトミ・三木 一恵（高砂）
6-1 11. 佃 真由美・河野 佳代子（加古川）

6-3 12. 小島 三佳・藤岡 伊津子（高砂）
6-1 13. 山本 絹代・山田 由美子（明石）

6-4 14. 藤木 真弓・吉田 加代（高砂）
6-4 15. 森江 和代・東田 成美（三木）

6-4 16. 宅見 夢・中嶋 美香（加古川）
6-0 17. 山田 千鶴・友井 律子（加西）
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