
第22回もみじカップバウンドテニス大会成績結果

広島市佐伯区スポーツセンター

【女子ダブルス】

Aコース 優　勝 折本 孝子 (廿日市) ・ 西岡 由美 (広島BTFC)

準優勝 戸井 綾子 (徳島) ・ 内藤 俊子 (徳島)

第３位 長沢 富子 (廿日市) ・ 三上 貴子 (廿日市)

2位G1位 溝岡 智恵美 (安芸府中) ・ 藤井 幹子 (安芸府中)

3位G1位 木村 千代 (愛媛) ・ 菊川 富美子 (愛媛)

4位G1位 八島 恵美 (安芸府中) ・ 國宗 直美 (安芸府中)

Bコース 優　勝 香畑 由美子 (福岡) ・ 石田 初子 (福岡)

準優勝 河浜 多美子 (東野) ・ 新保 富美子 (戸坂キャッツ)

第３位 北田 玉枝 (福井) ・ 畑 照美 (福井)

2位G1位 高山 美悠紀 (廿日市) ・ 谷口 幸子 (廿日市)

3位G1位 斎賀 キヨ子 (香川) ・ 大西 小波 (香川)

4位G1位 広兼 文子 (千田) ・ 清水 恵子 (千田)

Cコース 優　勝 酒井 富子 (廿日市) ・ 田村 美和子 (廿日市)

準優勝 寺本 喜久枝 (廿日市) ・ 笹木 博子 (廿日市)

第３位 野崎 智代 (愛媛) ・ 堀北 妙子 (愛媛)

2位G1位 河村 洋子 (廿日市) ・ 新畑 洋子 (廿日市)

3,4位G1位 石崎 瞳 (安芸府中) ・ 田神 敬子 (安芸府中)

ベストドレッサー賞： 中石 裕子 （東京） ・ 堀口 佐和子 （東京）
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第22回もみじカップバウンドテニス大会成績結果

広島市佐伯区スポーツセンター

【混合ダブルス】

Aコース 優　勝 阿部 貴司 (徳島) ・ 内藤 俊子 (徳島)

準優勝 河本 正則 (廿日市) ・ 長沢 富子 (廿日市)

第３位 池田 勉 (岡山) ・ 折本 孝子 (廿日市)

2位G1位 大東 智樹 (楠那わかば) ・ 西岡 由美 (広島BTFC)

3位G1位 沖 和博 (安芸府中) ・ 溝岡 智恵美 (安芸府中)

Bコース 優　勝 柳澤 繁夫 (福井) ・ 畑 照美 (福井)

準優勝 橋本 伸 (福井) ・ 北田 玉枝 (福井)

第３位 田中 薫 (廿日市) ・ 八木 美恵子 (廿日市)

2位G1位 矢野 俊治 (鳥取) ・ 奥田 ひとみ (大阪)

3位G1位 磨井 祥夫 (広島BTFC) ・ 蔵田 洋子 (東野)

4位G1位 後河内 龍一 (安芸府中) ・ 朝日南 千秋 (安芸府中)

Cコース 優　勝 葭川 斉 (楠那わかば) ・ 呑田 直美 (千田)

準優勝 橋本 幸男 (三原) ・ 久保田 万寿恵(安芸府中)

第３位 金村 英行 (島根) ・ 田口 伸子 (島根)

2位G1位 松本 茂雄 (廿日市) ・ 河本 美苗子 (廿日市)

3位G1位 藤本 賢一 (山口) ・ 鈴川 理絵 (山口)

4位G1位 松田 幸治 (山口) ・ 宮本 洋子 (山口)

ベストカップル賞： 由比 孝男 （高知） ・ 由比 美保 （高知）
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