
1コート 2コート 3コート ４コート 5コート ６コート 7コート 8コート

9:00 Ⓒ1-2 Ⓓ1-2 Ⓓ3-4 Ⓓ5-6 Ⓐ1-2 Ⓐ3-4 Ⓑ1-2 Ⓑ5-6

9:30 Ⓒ1-5 Ⓒ3-4 Ⓓ7-8 Ⓓ9-10 Ⓐ5-6 Ⓐ7-8 Ⓑ9-10 Ⓑ3-4

10:00 Ⓒ2-3 Ⓓ2-4 Ⓓ1-3 Ⓐ1-3 Ⓐ2-4 Ⓑ7-8 Ⓑ11-12

10:30 Ⓒ4-5 Ⓓ10-11 Ⓓ5-8 Ⓓ6-7 Ⓐ5-7 Ⓐ6-8 Ⓑ2-4 Ⓑ1-3

11:00 Ⓒ2-4 Ⓒ1-3 Ⓓ1-4 Ⓓ2-3 Ⓑ9-11 Ⓑ5-7 Ⓑ6-8 Ⓑ10-12

11:30 Ⓒ2-5 Ⓓ9-11 Ⓓ6-8 Ⓓ5-7 Ⓐ1-4 Ⓐ5-8 Ⓐ2-3 Ⓐ6-7

12:00 Ⓒ3-5 Ⓒ1-4 Ⓑ1-4 Ⓑ5-8 Ⓑ9-12 Ⓑ2-3

12:30 Ⓑ6-7 Ⓑ10-11

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

※連続試合の場合は10分間休憩を入れて下さい。

Ⓐ男子100歳以下　 　Ⓒ女子100歳以下 　Ⓓ女子101歳以上　Ⓑ男子101歳以上

第26回阿倍野区民テニス大会　コート割表【オーダーオブプレー】



１位 １位
１番 ２番

２位 ２位
３番 ２番

２位 １位
１番 ３番

１位 １位
１番 ２番

２位 ２位
３番 ２番

２位 １位
１番 ３番

１位 ２位
１番 １番

２位 １位
２番 ２番

（ ）

（

（ ）

優勝

（ ）

（ ）

）（ ）

　Ⓐ男子ダブルス100歳以下

（ ）

（ ）

（

　Ⓑ男子ダブルス101歳以上

）

（ ）

（ ）

第26回　阿倍野区民テニス大会　決勝トーナメント

     (但し脚長に入るのは予選一位通過のチームになります)
※・各ブロックにて順位が決まり次第本戦の抽選を行います。

 ・抽選により、予選で同ブロックのペアとの再対戦もあります。

Ⓓ女子ダブルス101歳以上 優勝

（ ）

（ ）

優勝

（

（

（

）

）

）



第26回阿倍野区民女子ダブルス(100歳以下の部)

岩佐　由美 太田　薫 全　紀世 武部　典子
順位

石本　裕子 市川　由美

　石本　裕子　 (MTP登美丘)

2
　太田　薫　　　  (チームフレンズ)

　市川　由美　 (チームフレンズ)

1
　岩佐　由美　 (MTP登美丘)

　生田　茜　　　(MTP住之江)

4
　武部　典子　　 (MTP登美丘)

　山本　祐見子　(MTP登美丘)

3
　全　紀世　　　(MTP住之江)

　吉本　舞桜　 (フリー)

C

5
　兎田　涼花　 (MTP)

兎田　涼花

吉本　舞桜

準優勝

ラウンドロビン(総当たり戦)　　※トーナメントはありません

優勝

生田　茜 山本　祐見子



第26回阿倍野区民女子ダブルス(101歳以上の部)

D

山本　恭子 瀬戸川　淳子 瀬尻　ゆき代 増田　佳代
順位

山下　志奈子 滝川　秀美 三矢　陽子 原岡　聡美

1
　山本　恭子　    (MTP南津守)

　三矢　陽子　    (長居)

4
　増田　佳代　    (フリー)

　山下　志奈子   (MTP南津守)

2
　瀬戸川　淳子　 (HAPPY)

　滝川　秀美 　 　(HAPPY)

　原岡　聡美　    (フリー)

3
　瀬尻　ゆき代　  (長居)

順位
芦田　亜都子 佐々木由紀子 宿南　江利子 山内　綾

5
　矢野　靖子　　  (フリー)

矢野　靖子 林本　敬子 野口　貴子 長嶺　理恵

　芦田　亜都子　 (フリー)

6
　林本　敬子　　  (フリー)

　佐々木由紀子  (フリー)

　宿南　江利子   (MTP南津守)

8
　長嶺　理恵　  　(MTP)

7
　野口　貴子　  　(MTP南津守)

　山内　綾　　 　　(MTP)

D

広瀬　規差子 武田　智津子 向井　都

D

順位

　森井　由恵　　 (フリー)
11

　向井　都　  　　(フリー)

　中田　美也子　 (フリー)

10
　武田　智津子　 (MTP登美丘)

　高野　智子 　　 (フリー)

中田　美也子 高野　智子 森井　由恵

9
　広瀬　規差子 　(フリー)



第26回阿倍野区民男子ダブルス(100歳以下の部)

1

景山　正徳 大山　友世 松村　洋行 西村　裕貴
順位

　和田精一郎　 (ＭＴＰ住之江)

丸谷　悠太 平林　正彦 道本 勇

中島　大平 齋藤　涼太 古田　博史

　景山　正徳　  (ＭＴＰ住之江)

　丸谷　悠太　(モリタテニス企画)

　大山　友世　(モリタテニス企画)

　原　清介　 　(フリー)

　齋藤　涼太　(MTP)

　齋藤　弘樹　(MTP)

　西村　裕貴　(コスパ八尾)

和田　精一郎

　平林　 正彦　(フリー)

　松村　洋行　(フリー)

　道本　勇　　 (コスパ八尾)

葛追　潤一

2

3

4

A

順位

A

泉　邦佳 原　清介 齋藤　弘樹 松永　卓郎

5

6

7

8
　古田　博史　(MTP住之江)

　松永　卓郎　(MTP住之江)

　葛迫　潤一　(MTP住之江)

　泉　邦佳　 　(MTP住之江)

　中島　大平　(フリー)



第26回阿倍野区民男子ダブルス(101歳以上の部)

B

前原　孝夫 鎌田　昭史 橘　一雅 林　俊夫
順位

室原　昌洋 橋和　正幸 西澤　武則 福浦　孝治

1
　前原　孝夫　 (チーム長居)

　西澤　武則　 (AB'Z/AtoZ)

4
　林　俊夫　　  (MTP住之江)

　室原　昌洋　 (チーム長居)

2
　鎌田　昭史　 (MTP南津守)

　橋和　正幸 　(MTP南津守)

　福浦　孝治　 (フリー)

3
　橘　一雅　　　(AB'Z/AtoZ)

順位
中山　秀樹 生田　裕士 和田　良雄 青木　勝人

5
　仲村　直樹　 (フリー)

仲村　直樹 伊藤　雅一 井本　章 石本　寿志

　中山　秀樹　 (フリー)

6
　伊藤　雅一　 (MTP)

　生田　裕士　 (MTP)

　和田　良雄 　(フリー)

8
　石本　寿志　(MTP登美丘)

7
　井本　章　  　(天王寺クラブ)

　青木　勝人　(MTP登美丘)

B

柚本　憲利 藤本　順也 木下　勇 瀬戸川　仁己
順位

B

榊原　伸治 紺谷　達也 岩本　雅之 中井　正典

9
　柚本　憲利 　(MTP住之江)

　榊原　伸治　 (MTP住之江)

10
　藤本　順也　 (フリー)

　紺谷　達也 　(フリー)

　岩本　雅之　 (MTP)

12
　瀬戸川仁己　(HAPPY)

　中井　正典 　(HAPPY)

11
　木下　勇　  　(MTP)


