
第10回広島市バウンドテニス大会おりづる杯　成績結果 2011/07/23　広島市佐伯区スポーツセンター

順位 チーム名 リーダー 選手 選手 選手 選手

田中 正治 田神 敬子 田中 京子 古川 明美 山肩 脩

(牛田) (安芸府中) (廿日市) (比治山) (R.パワーズ)

大片 尚美 酒井 富子 磨井 祥夫 茶堂 孝明 明石 香子

(リリーズ) (廿日市) (広島BTFC) (戸坂キャッツ) (山口)

木村 千鶴 中須賀 美代子 長岡 一枝 伊藤 烈 吉山 哲夫

(千田) (安芸府中) (青崎) (安佐北) (山口)

横田 サヨ子 下村 範子 松本 勲 北野 ルミ子 原田 郁朗

(比治山) (安芸府中) (南社保) (リリーズ) (山口)

吉本 征司 小林 トミ子 長沢 富子 松若 みつ子 大江 ちどり

(本川) (安芸府中) (廿日市) (楠那わかば) (青崎)

池田 真由美 前田 町子 田中 薫 田村 ミヨ子 堺谷 富士雄

(リリーズ) (安芸府中) (廿日市) (比治山) (山口)

松本 みゆき 石崎 瞳 寺本 喜久枝 樋口 俊則 寺田 和義

(千田) (安芸府中) (廿日市) (青崎) (山口)

新保 富美子 國宗 直美 縫部 輝雄 呑田 直美 木村 郁雄

(戸坂キャッツ) (安芸府中) (坂) (千田) (比治山)

岡吉 真由美 吉村 一枝 粂野 多恵 中田 敏彦 濱田 明子

(千田) (安芸府中) (廿日市) (オリーブ) (山口)

小林 司郎 久保田 万寿恵 河岡 啓子 福本 和志 福間 公子

(比治山) (安芸府中) (鈴が峰) (比治山) (リリーズ)

立畠 昭 掛谷 弘恵 西本 世良子 佐々木 良三 善岡 敏子

(坂) (安芸府中) (廿日市) (牛田) (山口)

山谷 恵子 植岡 幸子 鯛原 潔 蔵田 洋子 山本 恒

(リリーズ) (安芸府中) (廿日市) (東野) (山口)

三浦 薫 沖 博明 田中 登子 宮崎 春子 河村 瞳

(フレンドリィ) (安芸府中) (廿日市) (比治山) (山口)

小松 明美 三宅 のり子 玉村 麗子 西岡 由美 弘中 博昭

(比治山) (安芸府中) (楠那わかば) (広島BTFC) (山口)

空中 穣二 大谷 由美 林 幸恵 沖中 春子 藤川 みどり

(戸坂キャッツ) (安芸府中) (青崎) (本川) (山口)

折出 敏秀 乙吉 幸江 新畑 洋子 林 和雄 伊勢崎 千恵美

(坂) (安芸府中) (廿日市) (青崎) (比治山)

河浜 多美子 神野 恭子 鮎川 鈴子 河良 洋子 近藤 政勝

(東野) (安芸府中) (廿日市) (リリーズ) (山口)

栩木 美子 山口 照子 内藤 忠枝 岡﨑 英治 河野 照彦

(戸坂キャッツ) (安芸府中) (青崎) (千田) (山口)

竹下 康裕 加納 春美 渡部 達也 山田 幸江 松岡 千代子

(比治山) (安芸府中) (牛田) (本川) (山口)

葭川 斉 藤井 幹子 河村 洋子 上杉 利幸 堀川 靖子

(楠那わかば) (安芸府中) (廿日市) (安佐北) (オリーブ)

海老山

比治山

京橋川

元安川

並木通り

武田山

縮景園

広島城

平和公園

マツダスタジアム

安佐動物園

2位

3位

4位

1位

2位

コイン通り

本通り

D

太田川

天満川

江波山

鯉城通り

平和大通り

黄金山

猿猴川

3位

4位

1位

A

B

C

5位

5位

2位

1位

2位

3位

4位

5位

3位

4位

5位

1位
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順位 チーム名 リーダー 選手 選手 選手 選手

古川 ミカ 沖 和博 松本 茂雄 上垣内 のぞみ 川崎 美雪

(比治山) (安芸府中) (廿日市) (千田) (山口)

今村 弘美 八島 恵美 富川 千鶴子 長山 眞弓 森本 季子

(青崎) (安芸府中) (鈴が峰) (牛田) (山口)

大東 直樹 朝日南 千秋 和木 直子 谷山 信恵 中津井 静美

(楠那わかば) (安芸府中) (比治山) (リリーズ) (山口)

清水 恵子 河本 正則 喜田 ノエリア 宝専 清美 白木 宏明

(千田) (廿日市) (青崎) (本川) (山口)

久保 成子 青山 明美 谷本 勝子 松本 さつき 橋本 幸男

(比治山) (安芸府中) (廿日市) (南社保) (三原)

高見 いつみ 樽谷 倫子 中黒 英司 上東 玲子 沖田 洋美

(東野) (安芸府中) (牛田) (比治山) (呉広)

お楽しみイベント各賞

無料招待券

小林 司郎（比治山） 吉山 哲夫(山口) 白木宏明 (山口)

会長賞

長岡 一枝（青崎）

10周年記念特別賞

伊勢崎 千恵美（比治山）

南十字星

2位 夾竹桃

キャプテン

ところてん

4位 とうかさん

5位 てんとう虫

3位

6位

E

1位


	順位

