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平成28（2016）年度   秋季箕面市民大会【男子テニス・ジュニアの部】

優　　勝

決勝A 決勝B

1 藤原　一樹 （箕面五） 27 猪野　伸也 （箕面二） 51 松本　拓朗

2 片岸　寛享 （箕面四） 28 河原　遼弥 荒山　和輝 （止中）梅垣　和史 （彩小） 78

53

（箕面五） 52

（箕面四） 77 山辺　優斗 （箕面四）

（箕面三） 54

泉谷　大地 （箕面五） 79 妹尾　勇佑 （箕面五）

4 北畑　和希 （箕面二） 30 西坂　拓洋 中野　春樹 （箕面二）右田　直之 （箕面三） 80

3 小玉　翔太 （箕面三） 29 中川　智陽 （箕面四）

（彩小）

6 坂口　隼平 （箕面四） 32 吉村　南飛 安本　裕瑛 （箕面三）前田　航 （止中） 82

5 菅野　奏冴 （止中） 31 田原　陸空 （箕面四） 55

57

（彩中） 56

山本　寛太 （箕面二） 81 今里　亘佑

（彩小） 58

大西　由将 （箕面四） 83 白濵　泰陽 （一般）

8 伊藤　泰雅 （箕面四） 34 貴田　優冴 前川　奏 （止中）奥津　晴登 （一般） 84

7 小倉　聡太　 （箕面三） 33 岡平　千輝 （箕面五）

平田　健太朗 （箕面三） 85 今井　海斗 （箕面二）

10 山北　東仁朗 （箕面四） 36 山崎　駿

9 新崎　大和 （一般） 35 木元　慶 （止中） 59

87 安封　佑晟 （箕面四）

12 村上　蓮 （箕面五） 62

瀬戸山　隼士 （箕面四）

11 高岡　和博 （彩小） 61 土井　晴成 （止中）

37

（箕面四） 60 宮地　天翔 （箕面二） 86

杉谷　和馬 （箕面四）

13 村井　佑希哉 （箕面四） 38 梶田　純平 （箕面三） 63

川原　奏太 （箕面四）

花畑　太暉 （箕面四）

（止中）

88 橋爪　涼真 （箕面三）

14 小原　爽吾 （止中） 64 徳野　翼 （箕面三）

（箕面二） 40 坂本　遊夢

8915 岡﨑　悠輝 （彩中） 39 森   一晃 （箕面四） 65 山本　信之介 （彩中） 宮口　凌

（箕面二）

67 森　隼人 （箕面三） 92 川﨑　裕斗 （箕面三）17 永井　淳大 （止中） 41 加藤　駿一 （箕面四）

90 原田　耀大 （箕面四）

66 林　稜大 （止中）

91 奥津　光晴 （一般）

16 竹中　祐貴

68 出路　大翔 （箕面四） 93 三宅　憧 （箕面五）18 須山　ダニエル　健太 （彩小） 42 松川　祥馬 （箕面三）

69 井関　才蔵 （箕面五） 94 厳原　啓佑 （箕面四）19 樫　耀司 （箕面四） 43 吉谷　亘平 （止中）

70 酒井　天晴 （箕面四） 95 小谷　龍信 （彩小）20 磯部　竜馬 （箕面五） 44 西村　柚葵 (彩中）

71 岸上　出穂 （箕面四） 96 中尾　波琉人 （箕面二）21 佐々木　優吾 （箕面二） 45 藤本　陽聖 （箕面二）

72 相川　稜太 （箕面三） 97 孝子　瑠星 （箕面四）22 竹本　理希 （箕面五） 46 水町　健太 （止中）

73 横田　佳祐 （箕面四） 98 古谷　誠和 （箕面二）23 安封　快晟 （箕面四） 47 日向　快 （一般）

74 城埜　慎一郎 （箕面二） 99 桑原　太輝 （箕面四）24 星山　秀太 （箕面三） 48 大津　悠生 （箕面四）

吉川　拓磨 （彩小）

101 吉田　航 （箕面三）

26 川端　大地 （箕面四） 50 竹本　大輝

100 寺井　勇翔 （彩中）

25 苗村　泰樹 （箕面三） 49 埒　弘毅 （一般） 75

102 松田　海斗 （箕面五）

（箕面五） 76 松延　潤 （箕面五）


