
　森戸 中谷後藤 佐藤石神 81 81 羽者家兵頭 松岡85 森戸 中谷 85後藤 佐藤石井 83 杉下 由上 82 内山島内 伊丹 伊藤 天宅WO 石井 増田 86島内 飯塚82 森戸 中谷 82後藤 佐藤栗林 85 81 増田増田 山根福田 85 84 向濱田 松岡81 栗林 増田 82増田 山根国本 85 83 松尾佐々木 永島82 梅原 松尾 86平野 森戸 杉下 永島82 後藤 伊丹 8664 61東 64 63 大木岩口 横井金山 83 　 86木村82 後藤田 大木橘 横井後藤田 84 82 田中橘 岩津84 後藤田 田中 85橘 岩津84 野上 杉下 86村木 伊丹川﨑 83 83 博多吉田 長沼川﨑 81 85 博多吉田 長沼80 野上 杉下 83村木 伊丹秋月 82 81 粕谷村上 野上83 野上 杉下 80村木 伊丹83 森戸 杉下 83後藤 伊丹吉岡 64 61 斉藤山口 64 61 田籠吉岡 87 85 表山口 染矢85 金井 斉藤 84橘 田籠金井 86 87 清水橘 出野85 金井 石本 86橘 北畑85 岡田 斉藤 80與那嶺 田籠前池 83 81 井上隅蔵 菊池水津 86 80 井上高橋 菊池85 岡田 井上 87與那嶺 菊池83 86岡田 畑中與那嶺 角82 岡田 斉藤 80與那嶺 田籠伊佐 64 36 前﨑山盛 63 63 三苫伊佐 82 12-10 83 前﨑山盛 三苫86 伊佐 前﨑 84山盛 三苫内山 86 82 小野國瀬 田村WO 大森 小野 83齋藤 田村82 宮本 荒金 84岡崎 四軒町南口 86 82 吉田植木 加須屋南口 80 84 吉田植木 加須屋82 宮本 荒金 84岡崎 四軒町馬場 85 84 笹岡中谷 梶WO 宮本 荒金 84岡崎 四軒町84 851.森戸・後藤（HOS小阪） 2.坪野・南口（TIN） 3.浅井・鈴木（ｴｱﾙ・ｶｸﾃﾙ企画） 4.中谷・佐藤（Ｊ-three・隼）5.由上・伊藤（ｺｽﾊﾟ神崎川・ﾚｲﾝﾎﾞｰ彩都） 6.荒金・四軒町（香里ｸﾞﾘｰﾝ・隼） 7.宮本・岡崎（三和） 8.久禮・植尾（火の鳥）48 宮本・岡崎 三和 荒金・四軒町ＴＩＮ・ｱｲTC 松田・石澤 ｺｽﾊﾟ三国ヶ丘・vassie 95香里ｸﾞﾘｰﾝ・隼 969447 吉川・吉田 ﾙｰｾﾝﾄ豊中・ﾌﾘｰ 笹岡・梶 ｺｽﾊﾟ神崎川46 馬場・中谷 ｸﾞﾚｲｽ・ｴｱﾙ 9344 南口・植木 隼・ｸﾘｽﾀﾙ 相良・池 ﾌﾚﾝﾄﾞ・万博TG 9245 伊東・小池 まっぽん 吉田・加須屋 ｻﾝﾋﾙ柏原・美原の森TG 9142 大森・齋藤 美原の森TG 尾崎・尾藤 ＴＴｵﾚﾝｼﾞ・Hop'sTA 9043 雲財・永井 ﾌﾘｰ・井山HST 濱﨑・岡田 ｸﾘｽﾀﾙ・T.R-3 8940 内山・國瀬 MTP北村・江坂Tｾﾝﾀｰ 山田・山岸 J-three 8841 前田・宮田 vassie・ｶｸﾃﾙ企画 小野・田村 ｶｸﾃﾙ企画 8738 辻・井上 ｺｽﾊﾟ神崎川・相川TP 野島・島森 井山HST・BDM 8639 伊佐・山盛 ｻﾆｰﾀｳﾝ 前﨑・三苫 まっぽん・隼 8536 岡田・與那嶺 ﾋﾟｵｰﾈ・J-three 畑中・角 ｺｽﾊﾟ神崎川・J-three 8437 篠原・浜浦 巧庭球塾・ｴｱﾙ 高野・安井 8334 岩崎・平見 ｲﾝﾄﾞｱTﾜｰﾙﾄﾞ石切・ｻﾝﾋﾙ柏原 老松・青木 ﾉｱ鶴見・ｱｽﾞ 8235 BYE BYE 大阪R・ﾚｲﾝﾎﾞｰ彩都 8132 小松・新田 ﾉｱ鶴見・TAC桃山 畑・吉野 まっぽん 8033 水津・高橋 くにじま・ｸﾘｽﾀﾙ 井上・菊池 万博TG・巧庭球塾 7930 相山・岡村 ｴｱﾙ・徳秀苑庭球倶楽部 石本・北畑 三井化学・MMTC 7831 前池・隅蔵 巧庭球塾・T.NET 飯島・宮武 くにじま 7728 金井・橘 ｸﾘｽﾀﾙ・3SC 清水・出野 徳秀苑庭球倶楽部・ｴｱﾙ 7629 松下・綿谷 ｽﾀｰｻｯﾌﾟ・ｺｽﾊﾟ神崎川 渡辺・藤澤 美原の森TG 7526 西峰・岡本 千里ｱｸｱ・TEAM STUFF 表・染矢 香里ｸﾞﾘｰﾝ・ｸﾘｽﾀﾙ 7427 吉岡・山口 松田T塾・阪急仁川 川神・秦 江坂Tｾﾝﾀｰ・豊中TC 7324 野上・村木 ｶｸﾃﾙ企画・ｺｽﾊﾟ八尾南 杉下・伊丹 ＴＴｵﾚﾝｼﾞ・K-MAX 7225 福家・前島 ｱｲTC・巧庭球塾 斉藤・田籠 ｺｽﾊﾟ八尾南・中百舌鳥Ｌ 7122 秋月・村上 万博TG・ﾀﾞｲﾄﾞｳ 粕谷・野上 J-three 7023 麻坂・山本 相川TP 加藤・岡 ｶｸﾃﾙ企画・ﾚｲﾝﾎﾞｰ彩都 6920 野内・権田 T.ﾌｧﾐﾘｰ 博多・長沼 MTP北村・ｺｽﾊﾟ神崎川 6821 川﨑・吉田 A-CUBE 中山・三好 江坂Tｾﾝﾀｰ 6718 有馬・野村 TSH・第一ｸﾞﾘｰﾝ 吉中・佐藤 ｻﾆｰﾀｳﾝ・ﾌﾘｰ 6619 小室・筒路 巧庭球塾・ｸﾘｽﾀﾙ 中川・上田 くにじま・隼 6516 藤本・松本 ｻﾝﾋﾙ柏原・ｶｸﾃﾙ企画 松尾・桜井 多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝ 6417
ｺｽﾊﾟ神崎川・J-three 日下・藤井後藤田・橘 ｲｰｽﾄTS吹田・ｺﾅﾐSC江坂 田中・岩津 T.ﾌｧﾐﾘｰ 6314 金山・木村 隼 BYE 6215 齋藤・加藤 ｴｱﾙ 大木・横井 ｸﾘｽﾀﾙ・ｺｽﾊﾟ神崎川 6112 梅原・平野 香里ｸﾞﾘｰﾝ 吉澤・久保 vassie・ﾗｹｯﾄﾊﾟﾙ 6013 東・岩口9 福田・濱田 相川TP・J-three 瀬戸・高谷 枚方朝練・ｺｽﾊﾟ御殿山 5910 河上・兼頼 巧庭球塾・美原の森TG 尾形・大国 J-three・相川TP 5811 国本・佐々木 大阪R・ｸﾘｽﾀﾙ 松尾・永島8 久世・河北 ﾚｲﾝﾎﾞｰ彩都・箕面楓ｸﾗﾌﾞ 向・松岡ｶｸﾃﾙ企画 田辺・吉田 ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ高槻 57Well箕面・千里ｱｸｱ 56ﾈｵTP摂津・隼 556 市丸・吉木 火の鳥・TennisDO! 増田・飯塚 OUT BREAK　・巧庭球塾 547 栗林・増田 ｱｽﾞ・ﾌﾘｰ 増田・山根 大阪R・ｺｽﾊﾟ神崎川 534 野尻・森本 ﾉｱ久宝寺・ﾌﾘｰ 内山・天宅 A-CUBE・T.ﾌｧﾐﾘｰ 525 石井・島内 J-three・隼 492 上田・松田 豊中TC 川井・大本 ｸﾘｽﾀﾙ 50中谷・佐藤3 石神・兵頭 Do-Planning・TAC桃山 羽者家・松岡コ・ス・パ神崎川コ・ス・パ神崎川コ・ス・パ神崎川コ・ス・パ神崎川1 森戸・後藤 HOS小阪 60　61

シード順位

ﾉｱ鶴見 51

杉下・伊丹46 76(10) 10-4

決勝決勝決勝決勝杉下・伊丹



　久禮 由上植尾 伊藤中西 81 80 山本花田 元川84 久禮 由上 83植尾 伊藤井村 81 森戸 浅井 84 上村藤岡 後藤 鈴木 濱田82 友田 古賀 85関口 清水87 杉本 由上 87杉本 伊藤吉野 83 83 石川山下 北川芦田 82 85 石川黒本 北川81 杉本 石川 85杉本 北川南口 82 84 杉本打越 土屋87 杉本 三宮 82杉本 杉本 由上 都甲81 杉本 伊藤 8063 60松波 64 61 長谷川秀高 三浦84 81築地 宮内鵜川 清尾築地 82 85 眞殿鵜川 山田81 築地 宮内 WO鵜川 清尾83 野村 宮内 84上口 清尾沖津 85 84 加减喜多代 竹内沖津 87 82 加减喜多代 竹内87 野村 神澤 85上口 田中伴 81 85 上瀧田中 辻宅86 野村 神澤 84上口 田中82 浅井 由上 84鈴木 伊藤井上 64 62 清水坂本 62 61 羽田蜂須賀 85 84 野上松浦 藤原82 井上 清水 85坂本 羽田辻 81 80 三原酒井 柳沼83 辻 三原 82酒井 柳沼80 井上 清水 84坂本 羽田島村 85 87 甘田栗栖 杉本島村 85 83 安部栗栖 谷85 島村 辻尾 87栗栖 福島87 82 及川中谷木村 辻尾 82大畠 福島82 浅井 清水 84鈴木 羽田小島 61 76(1) 菅市橋 64 46 佐藤小野 81 10-2 86 林田松本 辻田85 小島 菅 85市橋 佐藤中峯 85 86 長岡木村 金田83 中峯 谷口 84木村 今井87 浅井 山口 86鈴木 永田内田 81 83 瀧本有田 高野大西 86 86 嶋津森本 杉村84 浅井 山口 82鈴木 永田栗山 81 82 山口小出 永田85 浅井 山口 82鈴木 永田81 871.森戸・後藤（HOS小阪） 2.坪野・南口（TIN） 3.浅井・鈴木（ｴｱﾙ・ｶｸﾃﾙ企画） 4.中谷・佐藤（Ｊ-three・隼）5.由上・伊藤（ｺｽﾊﾟ神崎川・ﾚｲﾝﾎﾞｰ彩都） 6.荒金・四軒町（香里ｸﾞﾘｰﾝ・隼） 7.宮本・岡崎（三和） 8.久禮・植尾（火の鳥）ＴＩＮ142 栗山・小出 T.ﾌｧﾐﾘｰ 奥田・山田 巧庭球塾・ｺｽﾊﾟ神崎川144 浅井・鈴木 ｴｱﾙ・ｶｸﾃﾙ企画 坪野・南口 190143 米倉・岡本 千里ｱｸｱ・井山HST 山口・永田 美原の森TG 191千里ｱｸｱ 189140 園田・明平 ｸﾘｽﾀﾙ 嶋津・杉村 ｺｽﾊﾟ八尾南・火の鳥 188141 大西・森本 ｽﾉｰﾄﾞﾛｯﾌﾟ・さつき野 岡・間宮 江坂Tｾﾝﾀｰ 187138 田中・久保 万博TG・宝田TCP 谷口・今井 ｴﾐｰｽﾞ・ｸﾘｽﾀﾙ 186139 内田・有田 ﾏｳﾝﾃﾝMt・くにじま 瀧本・高野 ﾋﾟｵｰﾈ 185136 中峯・木村 J-three・岡野テニス企画 新田・岡田 ｺｽﾓｽ・ETA 184137 寺尾・白崎 隼・ﾏｳﾝﾃﾝMt 長岡・金田 万博TG・巧庭球塾 183134 赤嶺・野口 火の鳥 池田・野竹 T.ﾌｧﾐﾘｰ 182135 小野・松本 ＴＩＮ・ｺｽﾊﾟ神崎川 林田・辻田 隼・J-three 181132 木村・大畠 ﾉｱ鶴見・阪急仁川 辻尾・福島 3SC・巧庭球塾 180133 小島・市橋 ZERO・ETA 菅・佐藤 ETA・舞洲 179130 藤田・宮越 大阪R・ﾚｲﾝﾎﾞｰ彩都 及川・中谷 ＴＴｵﾚﾝｼﾞ・A-CUBE 178131 BYE 中尾・中尾 ｶｸﾃﾙ企画 177128 津村・藤井 ｱﾛﾊﾗ・まっぽん 貝塚・柿本 ﾈｵTP摂津・隼 176129 島村・栗栖 くにじま・美原の森TG 安部・谷 三和・くにじま 175126 山本・山本 A-CUBE・Not second 新田・巌 ｺｽﾊﾟ神崎川・J-three 174127 小松・松岡 ﾊﾛｰｽﾎﾟｰﾂ・TEAM STUFF 甘田・杉本 巧庭球塾・ＴＩＮ 173124 辻・酒井 巧庭球塾・徳秀苑庭球倶楽部 中川・久保 ｺﾃﾂ・みのお 172125 江座・藤岡 ﾌﾘｰ・ｺｽﾊﾟ神崎川 三原・柳沼 ｱﾛﾊﾗ・くにじま 171122 毛利・野口 ｸﾘｽﾀﾙ・相川TP 野上・藤原 万博TG 170123 蜂須賀・松浦 ｶｸﾃﾙ企画・ﾉｱ鶴見 嶋津・江森 宝田TCP・まっぽん 169120 野村・上口 J-three・ｺｽﾊﾟ神崎川 神澤・田中 さつき野 168121 井上・坂本 J-three 清水・羽田 巧庭球塾・FFTC 167118 岡野・河野 阪急仁川・宝田TCP 橋中・恵比須 ｱﾛﾊﾗ・ｸﾘｽﾀﾙ 166119 伴・田中 河内庭球倶楽部・美原の森TG 上瀧・辻宅 TennisDO! 165116 北垣・青木 ﾉｱ鶴見・ｱﾛﾊﾗ 長谷川・齋藤 3SC・ｱｲTC 164117 沖津・喜多代 ﾋﾟｵｰﾈ・ﾉｱ久宝寺 加减・竹内 ｺｽﾊﾟ神崎川・江坂Tｾﾝﾀｰ 163114 小野・藤井 くにじま 宮内・清尾 TEAM STUFF・大阪R 162115 井上・佐藤 OUT BREAK　・江坂Tｾﾝﾀｰ 松尾・碇 万博TG・J-three 161112 築地・鵜川 ｻｻﾞﾝｱｰｸ・ｺｽﾊﾟ神崎川 中西・糸林 ﾚｲﾝﾎﾞｰ彩都・T.R-3 160113 山田・渡辺 江坂Tｾﾝﾀｰ・H³ 眞殿・山田 美原の森TG・ﾁｰﾑﾒｲ 159110 BYE BYE 158111 中川・佐伯 ｸﾘｽﾀﾙ 杉田・小嶋 ｸﾘｽﾀﾙ・ｺｽﾊﾟ神崎川 157108 杉本・杉本 女部会・箕面TC 三宮・都甲 ﾌﾘｰ・ｺｽﾊﾟ神崎川 156109 松波・秀高 ｽﾉｰﾄﾞﾛｯﾌﾟ・さつき野 長谷川・三浦 中百舌鳥Ｌ 155106 坂口・矢野 TennisDO!・まっぽん 植田・渋谷 ｽﾉｰﾄﾞﾛｯﾌﾟ・巧庭球塾 154107 南口・打越 TSH 杉本・土屋 Hop'sTA・T.NET 153104 芦田・黒本 ﾉｱ鶴見 西・武江 隼 152105 安茂・長谷部 imu・はっさく 石川・北川 くにじま・ﾉｱ鶴見 151102 友田・関口 ｺｽﾊﾟ神崎川・ﾚｲﾝﾎﾞｰ彩都 古賀・清水 J-three・はっさく 150103 吉野・山下 ＴＴｵﾚﾝｼﾞ・T.NET 川添・丸山 ｽﾉｰﾄﾞﾛｯﾌﾟ 149100 義川・坂井 ｴﾐｰｽﾞ・巧庭球塾 上村・濱田 FFTC・美原の森TG 148101 井村・藤岡 ｸﾘｽﾀﾙ・ｽﾀｰｻｯﾌﾟ 井川・上谷98 中西・花田 ｴｱﾙ・大阪R 山本・元川99 野々宮・徳 香里ｸﾞﾘｰﾝ・枚方朝練 伊達・表田97 久禮・植尾 火の鳥 ３位決定３位決定３位決定３位決定森戸・後藤マリンテニスパーク北村マリンテニスパーク北村マリンテニスパーク北村マリンテニスパーク北村 由上・伊藤 ｺｽﾊﾟ神崎川・ﾚｲﾝﾎﾞｰ彩都 145ﾉｱ鶴見・ｱﾛﾊﾗ 146

シード順位

61 63由上・伊藤

60 64 豊中Ｌ・TSH 147

192



ソニー生命カップ　第37回全国レディーステニス大会　大阪府大会ソニー生命カップ　第37回全国レディーステニス大会　大阪府大会ソニー生命カップ　第37回全国レディーステニス大会　大阪府大会ソニー生命カップ　第37回全国レディーステニス大会　大阪府大会 2015/9/42015/9/42015/9/42015/9/4万博テニスガーデンベスト16～ベスト16～ベスト16～ベスト16～ 後藤・森戸64 64 後藤・森戸64 64岡田・與那嶺64 63 杉下・伊丹46 76(10)杉下・伊丹  10-461 63 杉下・伊丹61 61斉藤・田籠36 63 12-10 杉下・伊丹60 61杉本・杉本63 64 浅井・鈴木64 62浅井・鈴木61 64 由上・伊藤61 63由上・伊藤60 61 由上・伊藤62 61清水・羽田76(1) 46 10-23位決定戦3位決定戦3位決定戦3位決定戦 後藤・森戸60 64
5位～8位　順位決定戦5位～8位　順位決定戦5位～8位　順位決定戦5位～8位　順位決定戦 岡田・與那嶺 斉藤・田籠 杉本・杉本 清水・羽田 順位

65 6146 61 26
56 5665 16108 杉本・杉本 女部会・箕面TC169 清水・羽田 宝田TCP・まっぽん

36 岡田・與那嶺 ﾋﾟｵｰﾈ・J-three73 斉藤・田籠 江坂Tｾﾝﾀｰ・豊中TC
1 後藤・森戸 HOS小阪144 浅井・鈴木 ｴｱﾙ・ｶｸﾃﾙ企画

169 清水・羽田 宝田TCP・まっぽん192 山口・永田 美原の森TG
145 由上・伊藤 ｺｽﾊﾟ神崎川・ﾚｲﾝﾎﾞｰ彩都162 宮内・清尾 TEAM STUFF・大阪R
121 井上・坂本 J-three144 浅井・鈴木 ｴｱﾙ・ｶｸﾃﾙ企画
108 杉本・杉本 女部会・箕面TC120 野村・上口 J-three・ｺｽﾊﾟ神崎川
73 斉藤・田籠 江坂Tｾﾝﾀｰ・豊中TC96 荒金・四軒町 香里ｸﾞﾘｰﾝ・隼
49 中谷・佐藤 J-three・隼72 杉下・伊丹 ＴＴｵﾚﾝｼﾞ・K-MAX
36 岡田・與那嶺 ﾋﾟｵｰﾈ・J-three48 宮本・岡崎 三和
1 後藤・森戸 HOS小阪24 野上・村木 ｶｸﾃﾙ企画・ｺｽﾊﾟ八尾南

641662 6位6位6位6位8位8位8位8位5位5位5位5位7位7位7位7位


