
第76回　兵庫県民体育大会テニス競技　エントリーリスト

【シングルス】

男子　一般の部

1 安倍義人 フリー

2 稲見博史 西宮テニスクラブ

3 宇津原宏太朗 ノア名谷

4 加古龍興 土山's

5 河合　佑亮 こけこっこ～

6 吉賀　史里 フリー

7 吉本　光希 こけこっこ〜

8 金瀬　寛志 土山’s

9 荒井理成 土山's

10 小西　絵斗 TEAM MARS

11 小林　大樹 フリー

12 小林唯人 (株)アシックス

13 上原巧也 日本製鉄広畑

14 上野泰弘 フリー

15 新頭英俊 日本製鉄広畑

16 森井陽水 日本製鉄広畑

17 森主　達夫 COSANA

18 水岡　翔 SKS

19 石川達也 アシックス

20 大西成哉 日本製鉄広畑

21 中西　智治 土山's

22 中村尚樹 土山's

23 中本　九邦 ダイハツ工業

24 仲島欣典 日本製鉄広畑

25 島村佳武 イクステンド

26 難波 慶将 フリー

27 百瀬大軌 フリー

28 福永 太洋 土山's

29 福永雄大 土山's

30 豊野拓也 フリー

31 野島健 三菱重工高砂テニス部

32 林界 土山's

33 林田明展 フリー

34 鈴木仁人 Forest関西

35 籠谷　泰生 フリー

36 髙原　大 フリー

女子　一般の部

1 吉原　采音 芦屋シーサイドテニス

2 宮崎明莉 園田学園女子大学

3 橋本真季 クアドリフォリオ

4 須加由紀 フリー

5 前田　恵里奈 関西熱化学㈱

6 堂本玲子 神戸親和女子大学

7 野本蒼乃 神戸親和女子大学

8 島田莉央 園田学園女子大学



【シングルス】

男子　35歳以上の部

1 印部泰男 印部テニスクラブ

2 岡田昌也 シスメックス

3 神平繁男 ISID

4 水岡　翔 SKS

5 早川　敬済 フリー

6 増田　翔 サウスキャッツ

7 村上大喜 PEACE

8 島 伸一郎 TASU-club

9 畠中　聡 関西学院庭球倶楽部

10 廣瀬　正志 ノアインドアステージ

11 游亮尚 TASU-club

12 佐伯満也 日本製鉄広畑

男子　45歳以上の部

1 伊福　亮一 フリー

2 岸本　真 ロイヤルヒル'81TC

3 江藤　宏文 サニーサイドアップTT

4 坂本朝和 三菱電機紅菱会

5 村上　豊 ICTC

6 中野　慎太郎 ノアインドアステージ

7 藤本佳昭 兵庫県教友倶楽部

8 有浦太郎 レッドビーシュリンプ

男子　55歳以上の部

1 家高秀紀 ユニバー神戸テニスクラブ

2 高取　健二 フリー

3 黒田和伸 宝塚パブリックローンテニスクラブ

4 松田　均 本山インドアテニススクール

5 東　達也 フリー

6 桒田政司 朝日TC

男子　60歳以上の部

1 伊藤　順一 (株)古川テニス企画

2 吉ケ江　武男 フリー

3 山本秀樹 ecole-f

4 柴原　信 三菱電機神戸

5 松井　日出夫 加古川テニス協会

6 神吉　浩 高砂テニスクラブ

7 中澤　清浩 ネオローン

8 田宮豊弘 愛球会

9 内泉  勝 三菱重工高砂

10 鈴木秀明 三木ロイヤルテニスクラブ

男子　65歳以上の部

1 松本光也 土山’ｓ

2 石川好秀 姫路市　ドーンＴＣ

3 浜西宏次 三木ロイヤルテニスクラブ

4 松浦昭男 すずらんローンテニスクラブ



【シングルス】

女子　40歳以上の部

1 永濱千丘 アオノテニスクラブ

2 岡田　洋司子 土山’S

3 金谷  久美子 PanaChildren

4 松井　可奈 SUPREME

5 湊　朱美 すま離宮TS

6 有吉　恵三子 ノア加古川

女子　50歳以上の部

1 河辺美枝 サンランドテニスクラブ

2 富久保尚美 フリー

3 平石　寿美代 協同学苑



第76回　兵庫県民体育大会テニス競技　エントリーリスト

【ダブルス】
男子　一般の部

1 小林唯人 アシックス 中西智治 土山's

2 福永 太洋 土山's 福永 雄大 土山's

3 宇津原宏太朗 ノア名谷 道端裕介 ノア名谷
4 宇梶　祐介 ぐらんPa 松崎　勝太 ぐらんPa

5 中本　九邦 ダイハツ工業 中田　悠伊 ダイハツ練習会

6 水岡　翔 SKS 吉賀　史里 フリー
7 石川達也 アシックス 足立直樹 土山’s

8 金瀬寛志 土山's 林界 土山's

9 山縣逸己 フリー 吉川翔希 フリー

10 吉本　光希 こけこっこ～ 河合　佑亮 こけこっこ～
11 難波慶将 フリー 田村健 フリー
12 野島健 三菱重工高砂テニス部 川畑遼介 三菱重工高砂テニス部

女子　一般の部
1 前田　恵里奈 関西熱化学㈱ 西川　季里子 ICU

2 野本蒼乃 神戸親和女子大学 堂本玲子 神戸親和女子大学
3 林美夏子 フリー 北村萌 フリー

4 宮崎明莉 園田学園女子大学 島田莉央 園田学園女子大学

男子　35歳以上の部
1 増田　翔 サウスキャッツ 戸谷　晃士 サウスキャッツ
2 福田　修平 フラワー 原田　大地 フラワー

3 游亮尚 TASU-club 島伸一郎 TASU-club

4 水岡　翔 SKS 谷口　宏隆 SKS

男子　45歳以上の部
1 小牧　裕加 T-Addict 橋本　康則 T-Addict

2 村上 元彦 永岡庭球道場 福永 淳 永岡庭球道場
3 中本　九邦 ダイハツ工業 金原　明範 土山s

4 宇原幹雄 広野田園テニスクラブ 矢達博史 フライデーナイト
5 村上　憲市 クアドリフォリオ 石井　崇 クアドリフォリオ
6 岸本　真　 ロイヤルヒル'81TC 北浪　孝一 ロイヤルヒル'81TC

7 武田　賢悟 フリー 上田　威 クアドリフォリオ

8 西林宏樹 （株）アシックス 田中　和也 （株）アシックス

男子　60歳以上の部
1 松崎久也 team Kazu 小林純 フリー
2 江川　和男 星和高原TC 瀧埜　敏男 星和高原TC

3 山本秀樹 ecole-f 青木　剛 I-RIVER'84TR

女子　40歳以上の部
1 松井　可奈 SUPREME 金谷　久美子 Pana Children

2 三木一恵 トップラン 鈴木生 トップラン
3 畑中美里 西脇市テニス協会 藤原須美子 西脇市テニス協会
4 木村絵奈 サンランドロイヤルTC 北野由子 Your's kobe 05


