
ドローNo チーム名 昼間の連絡先 夜間の連絡先

高体連 A 078-936-8495 090-1134-0294 若畑 北村 大崎

上河 稔 同　左 平井 秦 上河

高体連 B 072-779-4651 090-2018-6730 藤本 関根 中嶋

横田 泰和 同　左 松田 竹谷 横田

兵庫県庁 A 078-341-7711(内2989) 090-9862-6095 宮崎（貴） 宮崎（広） 森安

林　康夫 同　左 砂原 安部 林

兵庫県庁 B 06-6409-1356 080-3105-5268 大上 前田 滝井

坂本　誠 同　左 中谷 高橋 坂本

兵庫県庁 C 0796-36-1153 090-5092-0784 高尾 阿山 前田

水田　章 同　左 門野 藤原 水田

兵庫県庁 D 0791-58-2250 080-1412-8198 坂原 和田 樽尾

堀本　宗男 同　左 大畑 菅原 堀本

兵庫県庁 E 079-281-9059 090-1486-3393 後藤 清水 長谷川

敏森　教彰 同　左 堤 南葉 敏森

兵庫県庁 F 0791-63-5683 090-7778-8531 藤原 清水 西村

藤原　和彦 同　左 松岡 阿部 尾島

兵庫県庁 G 078-362-3744(内5636) 080-5338-0350 鹿嶋 大林 松田

鹿嶋　貴志 同　左 高見 小園井

尼崎市役所 A 06-6489-7401 090-8449-3824 前田 西谷 中原

杉山 克己 同　左 小山 吉山 杉山

尼崎市役所 B 090-9882-5006 090-9882-5006 佐々木 巽 松島

巽 賢二 同　左 児玉 大鹿 荒堀

尼崎市役所 C 090-7369-7908 090-7369-7908 田和 中川 南村

田和　良太 同　左 中野 弓田 宮迫

三菱重工高砂 A 090-6914-1739 090-6914-1739 近藤 加藤 光嶋

光嶋 裕輔 　同　左 金村 佃 原

三菱重工高砂 B 090-9699-7158 090-9699-7158 京極 宮島 吉岡

西浦　健介 同　左 仁木 西浦 鈴木

三菱重工高砂 C 090-4505-3777 090-4505-3777 山本 中末 松田

植田　康彦 同　左 植田 谷口 駿河

日本触媒 079-273-4242(内3013） 090-7957-2431 中嶋 橋本 古川

大野　泰弘 同　左 川島 中崎 大野

住友電気工業 A 090-9691-0147 090-9691-0147 塩見 岡田 齋木

齋木 俊秀 同　左 下向 佐野 藤原

住友電気工業 B 072-771-0948(内2772) 090-1759-3321 苅田 富本 椎原

濱島　大輔 同　左 岩崎 船本 濱島

三菱重工神戸 A 078-672-3747 090-5660-9596 福田 木下 遠藤

木下　芳彦 同　左 佐藤 碇 森
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三菱重工神戸 B 078-672-3747 090-5660-9596 嶋村 田窪 鈴木

木下　芳彦 同　左 金田 萩原 丹羽

神戸大学教職員ﾃﾆｽ部 078-803-5150 090-1145-6805 山口 佐伯 古川

古川 昌紀 同　左 中本 寺西 岩見

富士通テン A 078-682-2387（内5961） 090-8528-3631 大井 真鼻 高井

大屋　章 同　左 三谷 追立 服部

富士通テンB 078-682-2387（内5961） 090-8528-3631 梶山 珍田 長谷

大屋　章 同　左 大屋 重松 古川

中谷整形外科病院 079-426-3000 080-3115-5058 中谷(徹) 竹内 中谷(正)

宮野 良 同　左 大上 宮野 三澤

アステラス製薬 06-6210-7048 080-1881-4760 坪倉 仲田 上松

渡辺 雄大 同　左 佐々 幸寺 渡辺

兵庫県警察 A 090-7355-5548 090-7355-5548 穴田 杉山 門田

穴田 晃平 同　左 酒井 多田 渡邊

兵庫県警察 B 090-8142-7600 090-8142-7600 内橋 松本 清水

松本　直樹 同　左 伊東 若原

兵庫県警察 C 090-8382-8647 090-8382-8647 江國 中屋 東

江國　尚和 同　左 太古前 小橋 井上

兵庫県警察 D 090-4902-5474 090-4902-5474 前田 正木 西野

前田　博孝 前田　博孝 飛石 萩野 津田

ナブテスコ（株） 078-993-0347(内3632) 090-6208-2556 八重倉 田角 香川

松田　靖弘 同　左 松田 森下 西村

三菱電機伊丹 A 06-6495-4515 080-6332-4975 山根 有本 山嵜

山根　遼 同　左 白木 野﨑 前田

三菱電機伊丹 B 06-6494-7435 090-6670-4520 岡田 庄司 岡本

岡田　龍 同　左 濱本 岩井 高山

三菱電機伊丹 Ｃ 06-6495-5377 070-5433-7278 太田 岩佐 濵松

岩佐　真治 同　左 中筋 岡下

新明和工業テニス部 A 078-412-9159(内246） 080-3356-0487 宇戸 中山 泉

宇戸 基 同　左 荻野 犬飼

新明和工業テニス部 B 078-412-9159(内246） 090-1344-6219 岩本 添田 増田

岩本　有輝 同　左 澤口 森本

三菱電機神戸 A 078-686-5918(内5431） 090-4309-4023 黄 上田 岩田

重満　優志 同　左 中野 内田 重満

三菱電機神戸 B 078-682-7530(内9241) 078-682-7530(内9241) 柴原 平賀 冨山

柴原　信 同　左 太田

新日鐵住金 広畑 A 090-2940-1634 090-2940-1634 新頭 真田 佐伯

勝丸　啓太 同　左 田中 小田垣 勝丸

新日鐵住金 広畑 B 080-6128-6743 080-6128-6743 八木 森井 萩尾

森井 陽水 同　左 吉岡 三木 宇山
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新日鐵住金 広畑 C 090-6289-3780 090-6289-3780 岡田（哲） 岡田（毅） 神澤

長井　髙司 同　左 難波 長井 米澤

古野電気(株) 0798-63-1192 090-5135-1190 武石 石田 野崎

奈須　年之 同　左 松本 井上 奈須

川重明石 A 090-6994-0855 090-6994-0855 金月 櫻井 平木

櫻井 崇晴 同　左 渡辺 池田 下反

川重明石 B 078-921-1624(内762-5182） 090-8208-1198 川崎 今泉 藤井

山本 敏之 同　左 郡 浦部 山本

住友精密工業 06-6489-5864(内5234） 090-4286-0051 山本 前田 吉田

山本　剛 同　左 谷 中平 内田

西菱エンジニアリング 078-681-4363(内24435) 090-5049-3184 佐和 笠松 上野

佐和 健二 同　左 星野 山口 畠中

三菱電機 三田 090-3975-8161 090-3975-8161 井作 香川 小寺

小寺 宏典 同　左 若柳 吉田 速水

加古川市役所 079-421-2000(内2420） 090-8538-8009 松本 森川 堀内

金澤　章 塩見　覚司 万本 松岡 大西

三菱電機 姫路 079-298-9591(内3552） 090-7136-8051 本倉 赤畑 山際

赤畑 亨 同　左 佐野 北垣 山下

神鋼加古川 079-435-2020 090-5891-1078 竹下 高橋 紫田

増田　修一 同　左 石坂 木村 増田

明石市役所 A 078-912-1111 090-8206-2183 石川 藤本 中江

仲井　裕美 同　左 松村 松岡 山本

明石市役所 B 078-912-1111 090-8206-2183 村田 池田 小早川

仲井　裕美 同　左 角谷 石田 中道

明石市役所 C 078-912-1111 090-8206-2183 山下 三村 藤原

仲井　裕美 同　左 奥井 今村 竹中

アシックス A 078-992-0810 090-3702-2519 石川 岩田 藤本

石川 達也 同　左 片岡 西林 浅川

アシックス B 078-992-0810 090-5246-9038 奈迫 永田 吉田

奈迫 光男 同　左 北山 松田 渡邊

シスメックス(株) 078-991-1911 080-6594-2080 赤間 井上 佐藤

清吾　宗永 同　左 田中 増谷 清吾

芦屋市役所 0797-22-7910 090-2618-0257 中塚 小島 津賀

藤岡　厚貴 同　左 石橋 中川 藤岡

神戸製鋼所 090-3715-8741 090-3715-8741 久保 神崎 清原

廣瀬　研太 同　左 廣瀬 松若 水岡

新日鐵住金（株） 090-5099-0489 090-5099-0489 東城 中手 富田

技開本部尼崎 A 東城　裕樹 同　左 坂本 津崎 永村

新日鐵住金（株） 090-0266-2177 090-0266-2177 岩崎 飯田 中井

技開本部尼崎 B 岩崎　数留 同　左 小澤 合楽 安達

40

41

42

55

52

53

54

56

43

44

45

46

47

48

49

50

51

57

58

59



ドローNo チーム名 昼間の連絡先 夜間の連絡先 　　　選　　　手　　　名

住友精化 079-437-2166(内309） 080-1791-8280 小森 佐藤 松本

小森 義郎 同　左 福留 井手 舟田

関西熱化学 尼崎 06-6417-7076 090-5885-6462 林田 比嘉 大宅

橋本 充弘 同　左 古賀 筒井 橋本

住友ゴム工業 A 090-6676-0412 090-6676-0412 福永 羽田 中島

島垣　利彦 同　左 島垣 荒井 林

住友ゴム工業 B 078-265-3118(内1554） 090-6057-9389 竹内 白山 堀内

堀内 邦康 同　左 石原 川勝 岩見

住友ゴム工業 C 080-3816-1217 080-3816-1217 山本 松本 小池

松本 典大 同　左 鈴木 廣瀬 佐藤

三菱電機北伊丹 A 072-780-3811 090-7557-8538 増田 西村 大城

中村　直幹 増田　隆哉 新井 天清 豆谷

三菱電機北伊丹 B 072-780-3811 090-6666-2826 多田 中村 大泉

中村　直幹 多田　章 北上 野村 沖高

関西熱化学 加古川 070-6504-6881(内8340） 090-5716-9034 華江 西山 平島

真島　隆浩 同　左 星加 竹下 真島

ダイソー（株） 06-6409-1581(内) 090-1599-5022 石井 上野 北野

内田　義数 同　左 水木 吉信 内田
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ﾄﾞﾛｰＮｏ． チーム名 昼間の連絡先 夜間の連絡先 　　　選　　　手　　　名

三菱電機 伊丹 06-6497-8067 090-6066-0608 野崎(利) 野崎(玲) 香山

香山　泰子 　同　左 川内 安田 吉場

三菱重工 高砂 090-5012-1596 090-5012-1596 根木 早川 田房

山内　なつ子 同　左 松代 山内

富士通テン 078-682-2387（内5961） 090-8528-3631 饗庭 脇本 木元

大屋　章 同　左 西川

第62回兵庫県下職域団体対抗テニス大会　女子名簿

2

3

1


