
リーダー 2 3 4 5 6

情通機構 寺井　弘高 大岩　和弘 須藤　嘉文 春野　雅彦 佐々原　薫 高橋　裕

川重明石　Ａ 金月　雄一郎 藤本　洋 竹中　秀明 山名　慶一 竹内　駿亮 江頭　陽平

川重明石　Ｂ 本田　圭介 松崎　勝太 藤村　遼平 塩見　勇祐

川重明石　Ｃ 下反　元貴 郡　隆介 垣田　悠作 横井　俊希

S-SHOT　Ａ 林　大祐 石井　勇貴 野島　博明 渡辺　裕之 沼田　子路

S-SHOT　Ｂ 米田　龍 市丸　勝之 上米良　武 中山　喬裕 塚本　博康

キャタピラージャパン 岩間　俊拓 西野　裕之 大森　伸昭 伊豆　祐志 住吉　哲也

ノーリツ　Ａ 田辺　裕司 高林　晃 小針　直人 今藤　正樹 水田　健司 吉村　雅也

ノーリツ　Ｂ 橋本　真輔 山下　晃平 糟屋　尚平 大西　隆博 清水　友人 山路　啓貴

T-addict　Ａ 小牧　裕加 南古　真伸 小林　領 久保　崇 松折　匠 青山　欽也

T-addict　Ｂ 古石　英和 中井　直樹 今森　利明 西口　芳明

T-addict　Ｃ 松岡　一典 高木　恵輔 奥川　学 松井　浩光 久保　貴光

六甲バーンズ　Ａ 仲田　一希 大津　康裕 井上　貴照 角本　賢亮

チーム名

男　子　参　加　チ　ー　ム　・　メ　ン　バ　ー　表（１）

メ　　ン　　バ　　ー



リーダー 2 3 4 5 6

六甲バーンズ　Ｂ 久保　勝則 田畑　博康 石川　忠充 田中　達也 和久　正男 廣谷　一夫

大和製衡 小山　哲也 佐伯　考史 中村　淳 浅野　義宏 林　建太 柴田　明展

明石グリーン 池田　一峰 小早川　崇 和歌　勝 村田　充 藤原　昌樹

竹取　Ａ 竹内　康雄 芦野　弘行 中岡　平和 山本　隆明

竹取　Ｂ 山本　隆一 前田　宏 山本　剛 三好　隆弘

竹取　Ｃ 内村　正志 奥濱　慶一 髙村　牧 太田　正之

人丸　Ａ 田渕　賢人 福田　孝明 宮野　恭平 西藤　嘉宏 下志万　裕生 奥平　稜

人丸　Ｂ 中島　正登 平川　隆一 水守　保夫 福田　裕亮 文谷　寿宏

人丸　Ｃ 山本　浩行 橋立　康一 熊谷　圭司 田久保　正明 前田　啓吾

高丘　Ａ 鶴房　一男 高橋　俊夫 山田　貴之 廣田　敏幸 浦辺　賢太郎 鳥越　康博

高丘　Ｂ 碩　隆雄 小西　秀和 橋詰　敏治 梅本　明 井上　俊彦

高丘　Ｃ 堀下　澄夫 秋末　力 和田　伸顕 野中　博 岡本　重美 揖場　克次

高丘　Ｄ 春井　哲郎 富田　和幸 佐藤　準治 丹後　亮輔 梶山　一幸

チーム名

男　子　参　加　チ　ー　ム　・　メ　ン　バ　ー　表（２）

メ　　ン　　バ　　ー



リーダー 2 3 4 5 6

明石ファミリー 小島　勝志 岩城　吉夫 五百蔵　米雄 河原　弘幸

楠岡 渡辺　英樹 森　裕貴 西嶋　康人 高松　健一 梅川　淳 高岡　宏輔

明石高専 松田　柊人 福田　光輝 奥村　瞭 魚住　彰啓

トーカロ庭球部　Ａ 龍見　亮次郎 山口　貴嗣 増田　和也 関原　恒二郎

トーカロ庭球部　Ｂ 石川　剛 大畑　拓也 福士　達也 板野　直輝

神戸高専　A 住本　優哉 津吉　彰 重満　優希 筒川　智也 毛利　友春 古川　大秀

神戸高専　B 内山　拓樹 中島　俊介 押場　勇弥 小野　倫太郎 松本　拓 金崎　康太

teamよっし～ 吉井　康裕 堀田　淳嗣 明石　寛人 伊藤　健吾 田中　弘樹 藤井　貴信

西神天王山　A 上杉　健 西峪　邦彦 清水　尊史 白井　健太 服部　信明

西神天王山　B 安達　尚志 赤塚　育伸 白井　律男 溝端　武彦 河津　和彦

アイ・リバー 青木　剛 山口　泰男 菊地　孝 日浦　良典 木村　浩之

チーム名

男　子　参　加　チ　ー　ム　・　メ　ン　バ　ー　表（３）

メ　　ン　　バ　　ー
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神戸高専 異　芙菜 上田　梨乃 松田　悠里 井筒　さくや

人丸 木嶋　恵子 戸髙　貞奈 戸髙　未有 戸髙　真紀美 木嶋　亜天 木嶋　真鈴

チーム名

女　子　（　Ａ　級　）　参　加　チ　ー　ム　・　メ　ン　バ　ー　表

メ　　ン　　バ　　ー



リーダー 2 3 4 5 6

六甲バーンズ　Ａ 東根　明美 吉山　智子 中田　扶美 田中　久美 菊池　奈緒美 仲西　麻耶

六甲バーンズ　Ｂ 青田　和美 五百蔵　登美子 吉田　幸子 野高　雅子 賓田　春美

T-addict　Ａ 安藤　絵美 鍵谷　安也子 玉田　富美子 立花　早百合 金本　真津美

T-addict　Ｂ 山本　加陽子 平野　友美 佐伯　泰子 秋山　博美

高丘　Ａ 日野　智子 森岡　日登美 大槻　博美 柴田　道子

S-SHOT 澁谷　恵子 米田　素子 古出　直子 枩田　佳子 横本　涼子

teamよっし～ 千田祐子 佐藤　景子 小倉　景子 井上　昌枝 鶴本　恭子

ノーリツ 吉谷　直子 久保　春美 桜井　美紀 本郷　京子 雑賀　律子 永井　朝実

チーム名

女　子　（　Ｓ　級　）　参　加　チ　ー　ム　・　メ　ン　バ　ー　表

メ　　ン　　バ　　ー


