
2014年度亀岡インドアオープンテニス大会後

順位 氏 名 所属クラブ ﾎﾟｲﾝﾄ 順位 氏 名 所属クラブ ﾎﾟｲﾝﾄ
1 岸田 恭幸 ｸﾞﾘｰﾝ長岡 300 1 横山 遥香 柿花診療所 137
2 林 準平 フリー 131 2 平野 雅予 マイウエイ 125
3 荒 智毅 にのうみ 130 3 高橋 美希 亀岡高校 56
4 千崎 圭二 三洋建材 128 4 澤田 ますみ 東山TC 50
5 板倉 佑磨 Kスリー 111 5 新 陽子 フリー 37
5 野島 直幸 丹波インドアTC 111 5 石田 ひとみ buterfly effect 37
7 南郷 泰孝 ｴﾙﾀﾞｰﾎﾞｰｲｽﾞ 91 5 礒谷 いづみ フリー 37
8 中西 功 フレッシュ 73 8 田中 紅栗 パブリック洛西 25
9 鎌田 雄一 フリー 55 8 中村 恵津子 ブーンブーン 25
9 北村 哲也 A･H･T･C 55 10 河田 葉月 亀岡高校 18
11 大串 亮 チーム花水木 37 10 古本 諒歩 亀岡高校 18
11 杉本 敦 フリー 37 10 松屋 夏佳 あすなろ 18
13 板倉 康夫 Kスリー 36 10 若松 美雪 ＳＡ 18
13 竹内 壽巳 柿花診療所 36
15 大喜多 義雄 フリー 18
15 小倉 隆志 ﾌﾞﾙｰｲﾝﾊﾟﾙｽTT 18
15 北村 彰一 堀場製作所 18
15 金 京史 西の丘LTC 18
15 ｺﾝﾀﾞｲﾔ ｸﾘｼｭﾅ Kスリー 18
15 高畑 将太郎 Hankees 18
15 津村 智 Kスリー 18
15 中村 拓也 Kスリー 18
15 山本 裕二 ﾌﾞﾙｰｲﾝﾊﾟﾙｽTT 18
15 若生 直人 あすなろ 18

順位 氏 名 所属クラブ ﾎﾟｲﾝﾄ 順位 氏 名 所属クラブ ﾎﾟｲﾝﾄ
1 平杉 嘉平太 ｳｲﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ京都 75 1 奥村 真知子 ブルーインパルスTT 54
2 井上 裕司 フリー 74 2 亀井 昌子 ブルーインパルスTT 37
3 樋口 英明 フリー 71 3 人見 裕子 ブルーインパルスTT 33
4 水元 聡一 ブルーインパルスＴＴ 55 4 新 陽子 butterfly effect 25
5 川並 和之 Kテニスカレッジ 50 4 松井 由美 セレッソ 25
5 鈴木 聡昴 亀岡高校 50 4 山本 茉奈 西賀茂中 25
5 林 準平 フリー 50 7 大江 功子 フリー 18
8 国府 大佑 坊ちゃん 49 7 北方 和子 フリー 18
9 大西 哲也 三菱ジャック 46 7 小林 ゆかり さつき 18
10 山本 光介 フリー 43 10 岩内 弥衣 butterfly effect 12
11 大串 亮 チーム花水木 37 10 上西 佳代 BunBun 12
11 寒川 隆雄 フリー 37 10 楠本 倫子 ブルーインパルスTT 12
13 和田 隆 坊ちゃん 30 10 中川 恵理 福知山ローンTC 12
14 池原 弘量 チーム目川 25 14 片山 公子 butterfly effect 9
14 岩崎 宗男 岩田特戦隊 25
14 北村 彰一 堀場製作所 25
14 小島 亮一 GOSH 25
14 橋本 修治 フリー 25
14 畑 嘉文 ブルーインパルスＴＴ 25
14 峰 祥靖 フリー 25
21 原田 忠克 ブルーインパルスＴＴ 24
21 藤山 和也 フリー 24
23 小畑 雅彦 マイウエイ 21
24 高岸 秀樹 村田機械TC 18
24 村上 大稀 パブリック洛西 18
24 山本 裕二 ブルーインパルスＴＴ 18
27 相原 正芳 フリー 15 順位 氏 名 所属クラブ ﾎﾟｲﾝﾄ
27 小阪 繁利 サンクラブ 15 1 川並 和之 Kテニスカレッジ 12
29 井口 雅夫 フリー 12 2 杉本 敦 フリー 9
29 金村 滋 フリー 12
29 北村 敏雄 サンデー 12
29 久保田 定男 ブーン・ブーン 12
29 佐藤 延行 亀岡フレンド 12
29 田中 僚一 パブリック小倉 12
29 谷中 隆俊 ブルーインパルスＴＴ 12
29 橋爪 宏一 フリー 12
29 福島 駿介 亀岡高校 12
29 森山 英隆 京都フレンド 12
39 青戸 公一 ブルーインパルスＴＴ 6
39 浅原 浩和 フリー 6
39 荒 翔流 洛星高 6
39 飯田 尚樹 フリー 6
39 井尻 賢 フリー 6
39 上田 寛 アゼリア 6
39 江尻 正史 フリー 6
39 川勝 登稀 亀岡高校 6
39 川地 三千雄 マイウエー 6
39 桐野 和彦 アゼリア 6
39 塩崎 茂雄 インペリアルTC 6
39 繁益 洋之 フリー 6
39 中西 正泰 フリー 6
39 名倉 健 リバーTC 6
39 原田 琢也 西の丘LTC 6
39 平野 直樹 福知山ローン 6
39 松村 友哉 亀岡高校 6
39 安井 篤司 フリー 6
39 安川 次郎 フリー 6
39 遥地 悠人 パブリック洛西 6
39 渡辺 孝典 ジャック 6
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