
八尾市混合ダブルス大会歴代優勝者　№1

回数/年月日 1部 2部 3部 4部

第1回 上田　恭子 河井　みち江 久家　典子

昭和61年10月19日 田中　一寛 河井　幾男 阿波　重夫

第2回 片谷　節代 井谷　由美 守家　恵子

昭和62年5月17日 井谷　隆夫 足立　真弥 守家　武雄

第3回 片谷　節代 上野　文子 飯塚　直世

昭和63年5月29日 田中　一寛 三尾　比佐司 清水　誠

第4回 西 　 明希子 山野　牧子 坂上　美智子

平成1年5月14日 田中　一寛 多々納　良樹 堀越　武善

第5回 西 　 明希子 西脇　佐由利 小林　芳美

平成2年7月8日 田中　一寛 大木　英和 東野　照善

第6回 西 　 ゑみこ 高野　久美子 中村　多美子

平成3年7月14日 三尾　比佐司 井上　義春 谷口　隆

第7回 西 　 明希子 宮崎　恵美子 笹木　友香

平成4年9月14日 永井　政範 宮崎　隆之 清水　一義

第8回 高尾　昌代 坂口　治代 田中　寿美子

平成5年9月23日 三坪　吉幸 湯　　振徳 田中　勝

第9回 西　 ・田中 原田　・辻 辻村　・辻村 山本　・松村

平成6年9月23日 安藤 ・松本 宮崎　・宮崎 薮本　・氏田 松川　・築山

第10回 谷口　美紀 堀　　弘子 中山　恵 上原　育子

平成7年9月23日 米野　貴之 立花　良明 林　　勝正 稲井　勇

第11回 辻本　里江子 片谷　節代 小野　弘子 中本　由美

平成8年9月23日 西　　智弘 渋谷　誠一 釜　　美行 西園　洋一

上級 中級 シニア 1年未満

第12回 福永　麻美 赤阪　和津子 坂口　治代 殿山　由香

平成9年9月23日 三坪　吉幸 山内　明司 立花　良明 藤本　吉彦

初級　・　月 初級　・　星 初級　・　雪

斉藤　和子 浜田　さと子 荒木　美智子

中瀬　裕敬 清瀬　功 斉藤　豊

上級 中級 シニア 1年未満

第13回 有田　明希子 北川　利美 原田　奈緒美 徳永　美加

平成10年9月23日 有田　圭一 北川　雅典 中尾　喜紀 高田　久満

初級　・　月 初級　・　星

川嶋　千代 阪田　直子

手塚　和彦 辻井　浩之

上級 中級　・　柿 中級　・　栗 シニア

第14回 池田　美代子 宮崎　恵美子 鎌田　浩子 原田　奈緒美

平成11年9月23日 大見　康裕 北村　一美 釜　　美行 中尾　喜紀

初級　・　月 初級　・　星 初級　・　空 1年未満

増田　菜保美 桧垣　まゆみ 高原　由喜美 藤田　幸恵

堅田　克彦 徳光　宏昭 西岡　宏明 小川　博覇

上級 中級 シニア 1年未満

第15回 有田　明希子 伊藤　しのぶ 松井　真理子 奥山　由美子

平成12年9月23日 有田　圭一 入野　一郎 北出　隆 野田　邦明

初級　・　月 初級　・　星 初級　・　空

村上　明子 伊達　久美子 川崎　礼子

井堂　弘之 永山　光晴 川崎　智
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回数/年月日 1部 2部・柿 2部・栗 シニア

永田　緑 吉川　智美 山根　美奈子 片谷　節代

第16回 三坪　吉幸 手塚　和彦 山根　健治 渋谷　誠一

平成13年9月24日 3部・月 3部・星 3部・空 1年未満

田村　名己子 孫　　春美 泉家　由佳 畔柳　わか子

西村　千城 吉岡　勝 丸田　浩史 畑下　泰範

1部 2部 3部・月 3部・星

第17回 永田　緑 庄島　舞子 戸口　千草 河辺　佳代子

平成14年9月29日 三坪　吉幸 赤井　将隆 安田　昇司 田中　満春

シニア 1年未満

片谷　節代 上野　静香

渋谷　誠一 窪井　雄介

1部 2部 3部・月 3部・星

第18回 川口　芳子 吉森　知香 中村　睦子 上田　香澄

平成15年9月23日 元井　宏郭 吉森　文彦 浅井　徳男 西川　衛

シニア

桐原　早苗

中尾　喜紀

1部 2部 3部・月 3部・星

第19回 利川　三貴 山之口陽子 玉岡　幸恵 吉原　園絵

平成16年9月23日 湯　　振徳 宮岡　成憲 牧野　圭 奥沢　誠

シニア

片谷　節代

渋谷　誠一

1部 2部 3部・月 3部・星

第20回 永田　緑 吉田　晴美 戸田　直美 辻田　美保子

平成17年9月23日 三坪　吉幸 浅川　瑛大 別富　欣謙 工藤　直幸

シニア

桐原　早苗

中尾　喜紀

1部 2部 3部・月 3部・星

第21回 湯谷　沙耶花 辻田　美保子 松原　綾子 杉本 さとみ
平成19年9月16日 野島　丈嗣 工藤　直幸 近藤　日出男 榎本　孝志

シニア

浜田　さと子

手塚　和彦
1部 2部 3部 シニア

第22回 国房　千恵 小牧有加里 山本　千草 松本　美和
平成20年9月23日 横井　修司 榎本　孝志 高本　隼次 渋谷　誠一

1部 2部 3部・月 3部・星

第23回 国房　千恵 桐原　早苗 坂本　宏美 藤本  奈都美
平成21年9月21日 横井　修司 中尾　喜紀 吉田　智哉 空閑　光

1部 2部 3部・A 3部・B

第24回 元木　千恵 松原　綾子 小田紗也華 冨永佳菜子
平成22年12月19日 塩川　高史 田中　智也 田口　亮太 冨永　俊

1部 2部 3部・A 3部・B

第25回 杉本　理紗 戸口　千草 中西　真希 西川　佳奈
平成23年9月19日 野島　丈嗣 高本　隼次 平尾　曜 堀本　剛志

1部 2部・A 2部・B

第26回 冨永　晴菜 深堀さくら ﾄﾗﾝ･ｽﾝ・ｵｱﾝ
平成24年9月22日 山岸　悠 田口　幸太 空閑　光

3部・A 3部・B

西川　優子 信本真理子

竹川　浩司 古谷　典嗣
1部 2部 3部・A 3部・B

第27回 庄島　舞子 河野　朱音 小宮　基子 野中　彩加
平成25年9月23日 青山　康寛 藤澤　昌隆 小宮　幸司 山本　英治

1部 1.5部 2部 2.5部

第28回 庄島　舞子 辻田　美保子 馬場奈津子 中條　千佳
平成26年9月14日 野島　丈嗣 工藤　直幸 下田代龍彦 萬谷　隆典

3部・A 3部・B

祖父江智恵子 中村　有美

近藤　孝一 藤田　彰

1部 2部 2.5部

第29回 庄島　舞子 中尾　真由美 辰巳　明穂
平成27年9月14日 西村　明文 三坪　吉幸 石本　忠正

3部・A 3部・B

和田　敦子 堀本　早希

岸田　幸一 嶋崎　裕章

1部 2部

第30回 久保　恭子 馬場 奈津子

平成28年9月19日 寺川　諒 堀本 剛志

3部・A 3部・B

碇谷　泰教 西岡　宏明

早川　由美子 石本　尚代

1部 時間切れ 300未満1 300未満2 300未満3 300未満4 300〜359A

第1回 GOSEN杯 ペンギンズ victoire マーベラス チーム小枝 山本高校 竜亀クラブB
平成30年9月23日 t-style

300〜359B 300〜359C 360以上1 360以上2 　3部

デンタル NANTAKA-S ミニオンズ 中之島クラブ チーム桜ヶ丘

１部オープンMIX 300未満A 300未満B 300未満C 300未満D 300〜359A

第2回 GOSEN杯 D-STYLE ミニオンズ ペンギンズ(B) 亀ミントンA NANTAKA-Y NANTAKA-S
令和1年9月23日

300〜359B 360以上1 　3部

竜亀クラブ 中之島クラブ チームPEI


