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２２日（土）

★少年男子ダブルス（ＢＤ）

柏木・山田（ 和高専・耐久高校）

仲 ・ 東 （新翔高校） ①
②

福岡・弓倉（ 那賀高校・田辺高校）

★少年女子ダブルス（ＧＤ）

乙田・長田（向陽高校・岩出市スポ少）

花野・荻谷（耐久高校） ①
②

名倉・浦勇（耐久高校）

★成年男子ダブルス（ＭＤ）

奥田・朝稲（ 新宮高校・伊都高校）
山東・村上（ 金沢学院ク・東燃ゼネラル） ②

福山・汐崎（大阪沖創工・新翔高校 OB）
③ ④

森下・白水（ 天理大学・神戸学院大学） ⑤
① 平野・北原（ ＪＲ西日本・和歌山ジュニア）

角・ 橘（西日本電気テック・甲南大学）

★成年女子シングルス（Ｗ S）

山家 望加（耐久高校 OG）

小口 晃佳（ ACT SAIKYO） ①
②

川口 法子（神奈川大学）

③
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２３日（日）

★少年男子シングルス（ＢＳ）

山田 真也（耐久高校）
福岡 祥平（那賀高校） ②

仲 優一（新翔高校）
④ ⑤

柏木 結介（ 和歌山工業高等専門学校） ⑥ 天野 未郷（緑丘中学校）
① ③

東 定史（新翔高校） 弓倉 義己（田辺高校）

⑦

★少年女子シングルス（ＧＳ）

荻谷 あやめ（耐久高校）
花野 里沙子（耐久高校） ②

長田 実咲（岩出スポ少）
③ ④

乙田 千尋（向陽高校） ⑤
① 名倉 帆南（耐久高校）

浦勇 彩夏（耐久高校）

⑥

★成年男子シングルス（ＭＳ）

北原惇史（和歌山ジュニア） 山東 亮太（金沢学院ク）
⑥ ⑧

橘 佳亮（甲南大学） 福山 凌 （大阪沖創工）
① ④

村上 俊 （東燃ゼネラル） 朝稲 拓弥（伊都高校）
⑩ ⑪

角 玄太（西日本電気テック） ⑫ 奥田 健太（新宮高校）
② ⑤

汐崎 慶一郎（新翔高校 OB） 森下 潤也（天理大学）
⑦ ⑨

白水 智士（神戸学院大学） 谷口 宏紀（耐久高校）
③

平野 晃一（ＪＲ西日本）

⑬



平成２５年度　参加者一覧
種別 選手名 所属 申込み責任者 監督

福岡　祥平 那賀高校 加藤　統久 武藤　隆志
弓倉　義己 田辺高校 山本　総一 山本　総一
仲　優一 新翔高校 別所　宏美 森　隆
東　定史 新翔高校 別所　宏美 森　隆

柏木　結介 和歌山工業高等専門学校 西本　圭吾 西本　圭吾
山田　真也 耐久高校 坂田　智也 谷口　宏紀
天野　未郷 緑丘中学校 萱野　次郎 萱野　次郎
名倉　帆南 耐久高校 坂田　智也 谷口　宏紀
浦勇　彩夏 耐久高校 坂田　智也 谷口　宏紀
花野　里沙子 耐久高校 坂田　智也 谷口　宏紀
荻谷　あやめ 耐久高校 坂田　智也 谷口　宏紀
乙田　千尋 向陽高校 東　嘉紀 東　嘉紀
長田　実咲 岩出スポ少 坂田　智也 佐々木　朝幸
谷口　宏紀 耐久高校 坂田　智也 黒瀬　尊敏
山東　亮太 金沢学院クラブ 坂田　智也 黒瀬　尊敏
村上　俊 東燃ゼネラル 坂田　智也 黒瀬　尊敏
平野　晃一 ＪＲ西日本 坂田　智也 黒瀬　尊敏
北原　惇史 和歌山ジュニア 坂田　智也 黒瀬　尊敏
森下　潤也 天理大学 坂田　智也 坂田　智也
白水　智士 神戸学院大学 坂田　智也 坂田　智也
奥田　健太 新宮高校 朝稲　拓弥 奥田　健太
朝稲　拓弥 伊都高校 朝稲　拓弥 朝稲　拓弥
角　玄太 西日本電気テック 田村　昭男 角　玄太
橘　佳亮 甲南大学 田村　昭男 田村　昭男
福山　凌 大阪沖創工 田村　昭男 田村　昭男

汐崎　慶一郎 新翔高校OB 田村　昭男 田村　昭男
小口　晃佳 ACT　SAIKYO 坂田　智也 谷口　宏紀
川口　法子 神奈川大学 坂田　智也 谷口　宏紀
山家　望加 耐久高校OG 坂田　智也 谷口　宏紀

成年女子Ｓ

少年男子Ｓ

少年女子Ｓ

成年男子Ｓ



種別 選手名 所属 申込み責任者 監督
福岡　祥平 那賀高校 加藤　統久 武藤　隆志
弓倉　義己 田辺高校 山本　総一 山本　総一
仲　優一
東　定史

柏木　結介 和歌山工業高等専門学校 西本　圭吾 西本　圭吾
山田　真也 耐久高校 坂田　智也 谷口　宏紀
名倉　帆南
浦勇　彩夏
花野　里沙子
荻谷　あやめ
乙田　千尋 向陽高校 東　嘉紀 東　嘉紀
長田　実咲 岩出スポ少
山東　亮太 金沢学院クラブ
村上　俊 東燃ゼネラル

平野　晃一 ＪＲ西日本
北原　惇史 和歌山ジュニア
森下　潤也 天理大学
白水　智士 神戸学院大学
奥田　健太 新宮高校
朝稲　拓弥 伊都高校
角　玄太 西日本電気テック

橘　佳亮 甲南大学
福山　凌 大阪沖創工

汐崎　慶一郎 新翔高校OB
小口　晃佳 ACT　SAIKYO
川口　法子 神奈川大学

少年男子Ｄ

少年女子Ｄ

谷口　宏紀

坂田　智也

別所　宏美 森　隆新翔高校

耐久高校

耐久高校

坂田　智也

谷口　宏紀

田村　昭男

成年女子Ｄ

朝稲　拓弥 奥田　健太

角　玄太

田村　昭男

坂田　智也

田村　昭男

谷口　宏紀

成年男子Ｄ

黒瀬　尊敏

坂田　智也 黒瀬　尊敏

坂田　智也 坂田　智也

坂田　智也



タイムテーブル
６／２２（土）

１３：４０～

１４：００～ ＭＤ１ ＭＤ２ ＢＤ１ ＧＤ１ ＷＳ１

ＭＤ３ ＭＤ４ ＢＤ２ ＧＤ２ ＷＳ２ ＷＳ３

ＭＤ５

６／２３（日）

８：４０～

９：００～ ＭＳ１ ＭＳ２ ＭＳ３ ＭＳ４ ＭＳ５ ＢＳ１

ＢＳ２ ＢＳ３ ＧＳ１ ＧＳ２ ＭＳ６ ＭＳ７

ＭＳ８ ＭＳ９ ＢＳ４ ＢＳ５ ＧＳ３ ＧＳ４

ＭＳ１０ ＭＳ１１ ＢＳ６ ＢＳ７ ＧＳ５ ＧＳ６

ＭＳ１２ ＭＳ１３

ＢＳ：少年男子シングルス ＢＤ：少年男子ダブルス
ＧＳ：少年女子シングルス ＧＤ：少年女子ダブルス
ＭＳ：成年男子シングルス ＭＤ：成年男子ダブルス
ＷＳ：成年女子シングルス ＧＤ：成年女子ダブルス

１コート　～　６コート

代表者会議　：　本部付近

１コート　～　６コート

代表者会議　：　本部付近
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