
　第9回えひめオープンシニアテニス大会　参加者名簿（あいうえお順）

　　（男性） 　（女性）
1 青木 和之 56 佐々木 洋介 111 松田 孝二 1 相原　陽子 56 重信 トシ子 111 宮本 幸子
2 青野 勝広 57 佐々木茂敏 112 松本　久雄 2 朝野 しのぶ 57 重松 竹子 112 三好 幸江
3 青野　泰彦 58 潮見  隆 113 松本　保 3 安達　敬子 58 鈴木 多恵子 113 村岡　久子
4 秋月  正 59 清水 寛厚 114 丸平　　弘 4 阿部　ソワ 59 仙波　京子 114 村上 博香
5 秋山 博正 60 清水 修一 115 萬野俊一 5 家本　榮子 60 曽我部郁代 115 守屋　順子
6 浅山 耕作 61 志村　高明 116 三浦 貞治 6 伊賀上宏美 61 高橋 比沙子 116 八木 由記子
7  東  国広 62 白川　雅彦 117 水木  章 7 伊賀上元子 62 武智　容子 117 矢野 明美
8 安部　清尊 63 神野雄二郎 118 水関　幹正 8 石川 妙子 63 竹村 洋子 118 山内 万里
9 阿部　正 64 瀬能 伸治 119 三瀬　茂 9 石川 小枝子 64 田中 ユキ子 119 山下　時子
10 安渡偉典 65 曽我部良太郎 120 満尾　實 10 一色　由美 65 田中　洋子 120 山下　奈美
11 井伊 達雄 66 鷹尾昌弘 121 光宗　貞敏 11 井手 仁美 66 谷　郁子 121 山本　幸代
12 飯尾 典治 67 高須賀則和 122 三好 賢造 12 稲美 康恵 67  丹  絹江 122 山本　明美
13 井川公勝 68 田口 紀明 123 村井 安夫 13 井上タカ子 68  丹  千恵子 123 山本 恵美
14 石川　修 69 竹内 栄次 124 村上  興二 14 井上 みどり 69 丹下 洋子 124 渡部 美絵
15 石本　幸男 70 竹島 正典 125 妻鳥 孝暉 15 井上　美保 70 辻田　敏江
16 井上 金満 71 武智 英幸 126 森　祐司 16 井上 和子 71 椿下 博子 計124名
17 井上 眞佐夫 72 多田 秀昭 127 森岡　滋 17 今村 時代 72 出口　栄子
18 宇佐  寛 73 田中　保善 128 森末　寿俊 18 上田 千里 73 東條　信子 合計273名
19 宇都宮 孝夫 74 田中　勝 129 森田  亨 19 上田 康子 74 徳本 英子
20 宇和　威 75 田丸 康徳 130 八木 敏明 20 宇都宮 スエ子 75 長井 美奈子
21 戎森　長次郎 76  丹  雅行 131 八木　耕二 21 大岩 妙子 76 中尾 園江
22 大隅 幸平 77 丹　恒行 132 八束 有機 22 大西 美和子 77 長岡 嘉子
23 大津 康明 78 千原 敏靖 133 柳原 宏州 23 大西 昭美 78 中川　章子
24 大西　幹雄 79  辻  勝雄 134 矢野 正夫 24 大政　恵子 79 中根博子
25 大野 英彦 80 辻　常次郎 135 矢野 良直 25 小笠原かおり 80 中野 日奈子
26 岡田　美一 81 辻田 則夫 136 八幡　国利 26 岡田　厚子 81 中山　恵子
27 尾崎　孝之 82 徳岡　修 137 山内　博義 27 岡田　優子 82 西迫　公子
28 越智  一 83 徳本　仁 138 山内 義男 28 岡野　りさ 83 西原　桂子
29 越智　哲文 84 徳本　了 139 山下 清治 29 岡本　まち子 84 登尾 昭子
30 小野 恵三 85 戸田 美津雄 140 山下 康晴 30 沖 真弓 85 野本 千恵
31 小野 喜明 86 中島　勝昭 141 山本 政次郎 31 越智 雅子 86 濱田　恵理
32 戒田  純 87 難波江 清行 142 山本　清 32 越智 憲子 87  林  憲子
33 加賀城 守男 88 西迫　正範 143 山本　満 33 小野 栄子 88 原田 幸枝
34 鍵矢　正秋 89 西田　廣海 144 横川　学 34 小野 雅子 89 東　文子
35 片山 忠徳 90 能田 幸生 145 吉田健一郎 35 梶谷　ヒサ子 90 秀島　尚子
36 門田 義巳 91 蓮本 久典 146 渡辺 和人 36 香月 公江 91 深井　時子
37 上野 信明 92  秦  慎吾 147 渡部　光弘 37 加藤　伸子 92 福島　登代
38 亀井　輝史 93 濵﨑 省二 148 渡部　和典 38 金浦 信子 93 福本富士子
39 川上　憲之 94 濱田　廣之 149 渡森  誠 39 金守 光子 94 蒲谷　慶子
40 神尾 邑男 95 林　一孝 40 亀岡 まり 95 古田 洋子
41 菊池　淳一 96 原田 常賀 計149名 41 苅田　まゆみ 96 古谷　光代
42 菊池　孝夫 97 桧垣　定司 42 神尾　悦子 97 不老　美津子
43 木野 健二郎 98 東　勉 43 菊池 久恵 98 堀井 絹子
44 草木原　久夫 99 桧田 忠雄 44 楠田 幸美 99 松浦　敏子
45 楠　雄次 100 深井　博 45  楠  涼子 100 松田貴久美
46 国信幸男 101 藤田 浩三 46 栗田 恵子 101 松田 文美
47 国久　重人 102 藤原　正毅 47 栗田　綾美 102 松村 美江子
48 久保田高生 103 古田 泰仁 48 黒田 昭代 103 松本 富美子
49 倉本　興一 104 不老　和博 49 桑村 留美恵 104 松本　泰子
50 栗田　俊二 105 堀内  忠 50 河野　幸子 105 丸山　伝子
51 栗田　征幸 106 増田 一男 51 佐伯るみ 106 萬野真澄
52 黒川 和夫 107 増田　和男 52 阪部　佳子 107 水沼 八重美
53 桑村　恒夫 108 松澤 光重 53 崎岡 美津子 108 三瀬 千恵
54 堺　勝俊 109 松田　吉史 54 佐々木 みゆき 109 宮内陽子
55 酒村　幸男 110 松田 賢二 55 佐々木道子 110 宮本 ミサ子

大会：H27.9.16　18（予備日）


