
平成27年度秋季西阪神地区対抗戦

男子ダブルス

西宮今津会場 浜甲子園会場

川島 ﾓｲﾈｽﾀｰ

斉藤 仁ノ内

小川 62 6 4 64 稗田

石原 新沼

63 川島 ﾓｲﾈｽﾀｰ 61

斉藤 仁ノ内

平田 62 60 大平

戸根 寺内

61 平田 大平 60

戸根 寺内

松田 60 ﾓｲﾈｽﾀｰ 61

山田 川島 仁ノ内

75 斉藤 76(4) 藤原

62 金谷

山中 61 笹田

富永 山下

山中 75 藤原 63

富永 金谷

64 山中 63 渡邊

富永 三村

山崎 62 渡邊 63

城 三村

62 川勝 75

ﾎﾟｰﾄﾗｰ 川島 吉竹

62 斉藤 永岡 青木

62 61 片山

長谷 64 浅野

兼田 久保田

宇治 64 德田 60

平郡 久保田

62 長谷 61 德田

兼田 久保田

大賀 63 德田 62

大森 久保田

62 大賀 75

大森 吉竹

62 小薗 永岡 平島

德田 63 安武

小薗 63 吉竹 62

德田 永岡

小薗 61 62 吉竹

德田 永岡

62 小薗 吉竹 60

德田 永岡

菅 62 60 六車

三田 三宮

64 菅 辻 60

三田 藤野

61 61

３位決定戦

6 2
(芦屋中等) 26

川島・斉藤（鳴尾）

小薗・德田

22 小薗・德田 (市西宮) ﾓｲﾈｽﾀｰ・仁ノ内

ﾓｲﾈｽﾀｰ・仁ノ内 (芦屋中等) 26

2 小川・石原 (西宮東) 山内・石川

1 川島・斎藤 ( 鳴 尾 )

(西宮南) 27

3 北川・飯牟田 ( 芦 屋 ) 稗田・新沼 (市西宮) 28

4 平田・戸根 (市西宮) 大平・寺内 (西宮北) 29

山本・栁田 (西宮今津) 30

6 山中・妹尾 (西宮南) 高橋・野田

5 藤井・上田 (西宮北)

(西宮甲山) 31

7 松田・山田 (芦屋中等) 藤原・金谷 (西宮北) 32

8 山本・前田 (県西宮) 重光・住田 (西宮今津) 33

笹田・山下 (県西宮) 34

10 田栗・小阪 (西宮今津) 渡邊・三村

9 山中・富永 ( 芦 屋 )

( 鳴 尾 ) 35

11 岡原・ 脇 (西宮南) 藤田・西原 ( 芦 屋 ) 36

12 山崎・ 城 (西宮甲山) 中山・大辻 (西宮東) 37

青木・片山 (西宮南) 38

14 長谷・兼田 (西宮今津) 浅野・久保田

13 川勝・ﾎﾟｰﾄﾗｰ (県国際)

(西宮東) 39

15 宇都・坂根 (西宮東) 増田・黒光 (県国際) 40

16 宇治・平郡 (市西宮) 徳田・久保田 ( 鳴 尾 ) 41

木村・ 秦 (西宮甲山) 42

18 村中・新家 ( 鳴 尾 ) 水谷・松山

17 大賀・大森 ( 芦 屋 )

( 芦 屋 ) 43

19 植田・松岡 (県西宮) 平島・安武 (西宮東)

中村・守行 (西宮南)

44

20 竹村・柏木 (芦屋中等) 百々・内藤 (西宮北) 45

大坪・伊藤 (西宮甲山)

大西(祥)・古川 (県西宮) 46

22 小薗・德田 (市西宮) 吉竹・永岡

21

48

24 片井・大西(湧) (県西宮) 六車・三宮

( 鳴 尾 ) 47

23 菅 ・三田 (西宮北)

50

(西宮今津) 49

25 森川・高鷲 (西宮甲山) 辻 ・藤野 (市西宮)


