H23年度伊丹ホープスオープン大会(12/25)

男子 Aクラス
1 千坂 (5)

(京都・一条クラブ)

15 福本 (6)

(鳥取・MTC鳥取)

2 青木 (5)

（兵庫・小浜クラブJr）

16 西川 (6)

(兵庫・ふじもりTTC)

3 池田 （6）

（兵庫・河内ピンポン塾）

17 宮本 (6)

(兵庫・川西ギャラントム)

4 上村 (5)

(大阪・すみよし長居T・C)

18 秋吉 (5)

(大分・明野ジュニア)

5 的場 (6)

(兵庫・ふじもりTTC)

19 村上晃（6）

（兵庫・河内ピンポン塾）

6 米本 （6）

（兵庫・ＴＴＣムラタ）

20 西

(大阪・岸和田スポ少)

7 渡辺 (4)

(大分・明野ジュニア)

（5）

戸上
21 田中 （6）

8 合田 歩(6) (兵庫・姫路卓研)

22 中野

9 Bye

23 村上郁（5）

(

)

（兵庫・ジュニアロードスカイ）

孝(6) (和歌山・ S. C. C )

（兵庫・河内ピンポン塾）

10 野崎 祐(6)

(鳥取・MTC鳥取)

24 合田 拓(6) (兵庫・姫路卓研)

11 鈴木 (5)

(兵庫・ALL STAR)

25 藤村 (6)

(京都・一条クラブ)

12 石塚 （5）

（大阪・ストレート）

26 堀村 (6)

(大阪・育徳クラブ)

13 藤本 (6)

(兵庫・川西ギャラントム)

27 山本 (5)

（兵庫・小浜クラブJr）

14 戸上 （4）

（三重・松生ＴＴＣ）

28 橋田 (4)

(兵庫・その田卓研)
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男子 Bクラス
1 津村 (4)

(鳥取・明治Jr.卓球クラブ)

20 中野

2 長野 (5)

(大分・明野ジュニア)

21 赤江 (5)

(兵庫・ALL STAR)

3 中西 （5）

（兵庫・小浜クラブJr）

22 西山 （5）

（三重・松生ＴＴＣ）

4 岡本 (5)

(愛知・美崎クラブ)

23 松田 (3) (兵庫・華兵卓球)

5 宮本 (3)

(兵庫・KID'α)

24 武田 (6)

(愛媛・伊予つばさ)

6 鶴亀 （5）

（兵庫・卓栄Ｋｉｄ’ｓ）

25 山腰 (3)

(福井・大野クラブJr)

7 小泉 （6）

（奈良・みさとクラブ）

26 木谷 （6）

（兵庫・ジュニアロードスカイ）

8 松宮 （5）

(滋賀・彦根 ＪＯＹ）

27 的場 (3)

(兵庫・ふじもりTTC)

9 近藤 （4）

（愛知・月曜 クラブ）

28 天野 （3）

（愛媛・清水クラブ）

10 稲垣 （5）

（兵庫・卓栄Ｋｉｄ’ｓ）

29 内田 （4）

(滋賀・彦根 ＪＯＹ）

11 加藤 （3）

（和歌山・岩出Ｓ．Ｐ．Ｃ）

30 太田 （6）

（徳島・城東クラブ）

12 大藤 (5)

(福井・大野クラブJr)

31 曽谷 (5)

(兵庫・いかるがすぽ少)

13 呉

(5)

(兵庫・華兵卓球)

32 中島 (6)

（兵庫・小浜クラブJr）

14 門脇 (6)

(島根・嫁島Jr)

33 西

（6）

(滋賀・彦根 ＪＯＹ）

15 阿单 （6）

（三重・松生ＴＴＣ）

34 嘉村 (6)

(兵庫・伊丹卓球教室)

16 吉崎 (6)

（兵庫・小浜クラブJr）

35 鈴木 （3）

（三重・松生ＴＴＣ）

17 中野 （4）

（(滋賀・大津ジュニア）

36 辻

(大阪・岸和田浜TC)

18 篠原 (3)

(兵庫・ふじもりTTC)

37 前岡 （6）

（和歌山・岩出Ｓ．Ｐ．Ｃ）

19 西原 (4)

(大阪・育徳クラブ)

38 曽根 （3）

（兵庫・卓栄Ｋｉｄ’ｓ）

曽根

宏(4) (和歌山・ S. C. C )

(3)
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男子 Cクラス
1 谷垣 (2)

(兵庫・華兵卓球)

36 西岡 （6）

（徳島・城東クラブ）

2 喜多 （6）

（大阪・KＯＳＳクラブ）

37 池内 （5）

(大阪・カミ クラブ)

3 大槻 （5）

（京都・福卓 クラブ）

38 伊東 (6)

（兵庫・小浜クラブJr）

39 西田 （5）

（奈良・みさとクラブ）

4 丸山

晃（5） （奈良・高の原クラブ）

5 西 竜(5)

(大阪・ESCピンポンマンJr)

40 中西 (6)

(兵庫・伊丹卓球教室)

6西

（3）

(大阪・岸和田スポ少)

41 大捕 (6)

(滋賀・平 ジュニア)

7 須藤 (5)

（兵庫・小浜クラブJr）

42 中西 （5）

（奈良・高の原クラブ）

8 松山 （5）

（大阪・ストレート）

43 小谷 （１）

（兵庫・ジュニアロードスカイ）

9 富澤 （3）

（奈良・小瀬 クラブ）

44 薄井 (4)

(三重・桃園クラブ)

10 村上 (2)

(愛知・美崎クラブ)

45 丹羽 (1)

(愛知・美崎クラブ)

11 竹田 （3）

（和歌山・岩出Ｓ．Ｐ．Ｃ）

46 木村 （6）

（兵庫・神戸卓球ナイト）

12 五十嵐(6)

(大阪・育徳クラブ)

47 斎木 (6)

(大阪・育徳クラブ)

13 中村 （3）

（大分・畳和卓球）

48 安江

光(2) (兵庫・華兵卓球)

14 山田 (5)

(兵庫・伊丹卓球教室)

49 軒

(5）

（三重・和 卓球クラブ）

15 松田 （6）

(奈良・吉岡ＳＣ奈良）

50 大西 (3)

(兵庫・ALL STAR)

16 中井 （5）

（兵庫・ジュニアロードスカイ）

51 丸山 (3)

(兵庫・川西ギャラントム)

17 三谷 （4）

（徳島・城東クラブ）

52 西 祐 (6)

(大阪・ESCピンポンマンJr)

18 藤木 (4)

(兵庫・伊丹卓球教室)

53 和田 (5)

(兵庫・川西ギャラントム)

19 亀井 (4)

(和歌山・わかやまTC)

54 村島 (4)

(奈良・精華クラブ)

20 岩田 （5）

(大阪・カミ クラブ)

55 山中 (3)

(大阪・ESCピンポンマンJr)

泰（5） （奈良・高の原クラブ）

56 徳田 (1)

(愛媛・伊予つばさ)

21 丸山

藤木

22 寺尾 (4)

(大阪・ESCピンポンマンJr)

57 鎌田 (5)

(鳥取・MTC鳥取)

23 北野 (4)

(兵庫・華兵卓球)

58 後藤 (4)

(兵庫・伊丹卓球教室)

24 大川 (5)

(大阪・フォレスタ)

59 飯田 （6）

（大阪・KＯＳＳクラブ）

25 岡室 (4)

（兵庫・小浜クラブJr）

60 山崎 (2) (兵庫・華兵卓球)

26 邑上 (3)

(滋賀・平 ジュニア)

61 清山 (6) (島根・嫁島Jr)

27 吉本 (1)

(岐阜・和田T.T.C)

62 山中 （2）

（奈良・小瀬 クラブ）

28 藤井 (6)

（和歌山・岩出Ｓ．Ｐ．Ｃ）

63 梯

(大阪・みさとくらぶ岸和田)

29 古家 (6)

(兵庫・ふじもりTTC)

64 今中 （5）

30 石原 （4）

（三重・２１ クラブ）

65 松井 (3) (兵庫・エイシン)

31 野崎 翔(5)

(鳥取・MTC鳥取)

66 保田 （6）

（奈良・高の原クラブ）

32 立麻 (3)

(大分・明野ジュニア)

67 塩見 （4）

（京都・福卓 クラブ）

33 井野 (6)

(大阪・育徳クラブ)

68 佐々木（4）

（和歌山・岩出Ｓ．Ｐ．Ｃ）

34 竹内 (6)

(島根・嫁島Jr)

69 田原 (2)

(大分・明野ジュニア)

35 森崎 （4）

（奈良・高の原クラブ）

70 あづい (3)

(兵庫・川西ギャラントム)

71 伊藤 （6）

(滋賀・彦根 ＪＯＹ）

（4）

（大阪・ストレート）
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女子 Aクラス
1 塩見 (5)

(愛媛・えひめTTC)

12 谷渡 (4)

(愛知・美崎クラブ)

2 村田 (5)

(兵庫・ALL STAR)

13 大村 （5）

（奈良・みさとクラブ）

3 篠田 (6)

(大分・明野ジュニア)

14 中森 (6)

(兵庫・川西ギャラントム)

4 藤田 (5)

（兵庫・小浜クラブJr）

15 新宮 (6) (奈良・香芝 Jr)

5 安川 (6)

(奈良・香芝 Jr)

6 岡本 (5)

岡本

16 秋山 （5）

（高知・Ｙ・Ａジュニア）

(愛知・美崎クラブ)

17 中野 (5)

(和歌山・ S. C. C )

7 友野 (5)

（兵庫・小浜クラブJr）

18 井内 (6)

(徳島・ハピネスコム)

8 加藤 (6)

(Cross over)

19 内海 (6) (兵庫・姫路卓研)

9 草場 （6）

(大阪・みさとくらぶ岸和田)

20 松田 (6)

（兵庫・小浜クラブJr）

10 柳内 (5)

(兵庫・ふじもりTTC)

21 藤原 （5）

(大阪・みさとくらぶ岸和田)

11 江戸 (5)

(兵庫・伊丹卓球教室)

22 中原 (6) (奈良・香芝 Jr)
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女子 Bクラス
1 村上 (2)

(愛媛・大西卓研Jr)

29 松岡 (6)

(愛媛・伊予つばさ)

2 中島 （5）

（愛知・月曜 クラブ）

30 山下 （5）

（奈良・小瀬 クラブ）

3 高橋 （5）

（大分・畳和卓球）

31 澤田 (5)

(兵庫・T's zero+)

4 篠原 (4)

(兵庫・ふじもりTTC)

32 松田 (4)

（兵庫・御津スポ少）

5 井上 （4）

（和歌山・岩出Ｓ．Ｐ．Ｃ）

33 能木 （6）

（和歌山・岩出Ｓ．Ｐ．Ｃ）

6 川崎 (6)

（兵庫・コンパスクラブ兵庫）

34 鎌滝 (6)

（兵庫・小浜クラブJr）

7 古川 （6）

（奈良・桜井卓協）

35 桝

(京都・フレンズ)

8 西面 (6)

(兵庫・その田卓研)

36 松島 (4)

（兵庫・コンパスクラブ兵庫）

9 Bye

(

37 近藤 (6)

(滋賀・平 ジュニア)

)

(5)

10 榊原 (6)

(兵庫・ウィンディJ.C)

38 渡邊 （5）

（兵庫・河内ピンポン塾）

11 畠中 （5）

（奈良・小瀬 クラブ）

39 菅澤 杏（4）

（神奈川・ヨーラジュニア）

12 福岡 (3)

（兵庫・小浜クラブJr）

40 中西 (6) (島根・嫁島Jr)

13 中谷 （5）

（和歌山・岩出Ｓ．Ｐ．Ｃ）

41 岡愛 (6）

（兵庫・ジュニアロードスカイ）

14 邑上 (6)

(滋賀・平 ジュニア)

42 丹羽 (5)

(愛知・美崎クラブ)

15 中村 (5)

(三重・桃園クラブ)

43 佐柄 (5) (兵庫・三村TTC)

16 吉本 (3)

(岐阜・和田T.T.C)

44 曽谷 (4)

(兵庫・いかるがすぽ少)

17 永井 （4）

（兵庫・ジュニアロードスカイ）

45 板橋 (4)

(岐阜・和田T.T.C)

18 田村 (4)

（兵庫・コンパスクラブ兵庫）

46 山本 （4）

（京都・福卓 クラブ）

19 立麻 (5)

(大分・明野ジュニア)

47 池田 (5)

（兵庫・小浜クラブJr）

20 高曽 （5）

（兵庫・河内ピンポン塾）

48 守浦 (6)

(兵庫・ふじもりTTC)

21 宮岡 (6)

(愛媛・伊予つばさ)

49 山中 （5）

（奈良・小瀬 クラブ）

22 船橋 (6)

(兵庫・伊丹卓球教室)

50 吉川 (6)

(兵庫・伊丹卓球教室)

23 金丸 (3)

(大阪・TEAM SATO)

51 戸高 (6)

(大分・明野ジュニア)

24 辻

(大阪・岸和田浜TC)

52 中日奈(6)

(兵庫・ALL STAR)

25 石倉 (5)

(大阪・コンパスクラブ東大阪)

53 坂上 （6）

（和歌山・岩出Ｓ．Ｐ．Ｃ）

26 西野 (4)

(大阪・フォレスタ)

54 河原 （5）

（兵庫・河内ピンポン塾）

27 森

（兵庫・小浜クラブJr）

55 門阪 (3)

(大阪・フォレスタ)

（三重・松生ＴＴＣ）

56 大村 （2）

（奈良・みさとクラブ）

高橋

(5)

(6)

28 鈴木 （6）
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女子 Cクラス
1 中森 (2)

(兵庫・川西ギャラントム)

28 小野 (女1)

(埼玉・日進ジュニア)

2 秋吉 (2)

(大分・明野ジュニア)

29 後藤 亜(3)

(和歌山・わかやまTC)

3 田辺 (6)

(島根・嫁島Jr)

30 安保 (5)

(兵庫・ウィンディJ.C)

4 名田 (4)

（兵庫・小浜クラブJr）

31 水谷 (5）

（三重・和 卓球クラブ）

5 大槻 愛（3）

（京都・福卓 クラブ）

32 森

(4)

（兵庫・小浜クラブJr）

6 太田 (4)

（三重・和 卓球クラブ）

33 上野（5）

（和歌山・岩出Ｓ．Ｐ．Ｃ）

7 北野 (2)

(兵庫・華兵卓球)

34 松井 (4) (兵庫・エイシン)

8 伊藤 (5)

(三重・桃園クラブ)

35 渡辺 （4）

（大分・畳和卓球）

9 竹田 （5）

（和歌山・岩出Ｓ．Ｐ．Ｃ）

36 Bye

(

10 竹本 (6)

(兵庫・伊丹卓球教室)

37 藤村 (4)

(京都・一条クラブ)

11 田上 (2)

（兵庫・小浜クラブJr）

38 山崎 (4) (島根・嫁島Jr)

12 中野 （2）

（(滋賀・大津ジュニア）

39 多門 （6）

（三重・松生ＴＴＣ）

13 大藤 (1)

(福井・大野クラブJr)

40 大槻 琴 （3）

（京都・福卓 クラブ）

14 岩本 （5）

（奈良・みさとクラブ）

41 仲本 (2)

(愛知・美崎クラブ)

15 大浦 (6)

(島根・嫁島Jr)

42 軒

（三重・和 卓球クラブ）

16 寺田 （5）

(滋賀・彦根 ＪＯＹ）

43 内海 (3) (兵庫・姫路卓研)

17 山本 (3)

(兵庫・姫路卓研)

44 郡

18 篠田 (3)

(大分・明野ジュニア)

45 三ヶ尻 (3)

(大分・明野ジュニア)

19 松田 (4)

(京都・一条クラブ)

46 古田 (6)

（兵庫・小浜クラブJr）

20 岡田 (3)

(兵庫・ALL STAR)

47 森河 （4）

(大阪・みさとくらぶ岸和田)

21 徳田 (3)

(愛媛・伊予つばさ)

48 原田 (3) (京都・フレンズ)

22 大塚 (5)

(京都・フレンズ)

49 石塩 (5)

(兵庫・伊丹卓球教室)

23 松本 （4）

（奈良・小瀬 クラブ）

50 上田 （2）

（兵庫・ジュニアロードスカイ）

24 大槻 ほ（5）

（京都・福卓 クラブ）

51 木下 (2)

(大阪・フォレスタ)

25 若田（5）

（奈良・高の原クラブ）

52 門脇 (3) (島根・嫁島Jr)

26 飛石 (4)

（兵庫・小浜クラブJr）

53 後藤

27 山形 (4)

(和歌山・わかやまTC)

54 菅澤 柚（2）

)

中森

(3）

（4）

（和歌山・岩出Ｓ．Ｐ．Ｃ）

里(6) (和歌山・わかやまTC)
（神奈川・ヨーラジュニア）
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男女混合 Dクラス
1 鶴岡 (女2)

(愛知・ピンテック)

30 瀬戸 (女2)

2 薄井 (女1)

(三重・桃園クラブ)

31

3 村山 (男3)

(兵庫・尼崎スポーツ振興)

32 上農 (男3)

4 山道 （男3）

(大阪・カミ クラブ)

33

5 堀田 （男1）

(滋賀・彦根 ＪＯＹ）

34 弓削 (男3)

吉本

(兵庫・川西ギャラントム)

（男5） (大阪・カミ クラブ)
(兵庫・尼崎スポーツ振興)

松浦 広(男1) (岡山・ふじ屋クラブ)
(大阪・ESCピンポンマンJr)

6 松浦 (女2) (大阪・フォレスタ)

35

7 山下 （女2）

（奈良・小瀬 クラブ）

36 中村 (女2)

(三重・桃園クラブ)

8 山下剛 (男2) (東京・Kuni 卓Jr)

37 鎌田 (男2)

(鳥取・MTC鳥取)

9 堀村 (女2)

(大阪・育徳クラブ)

38

(兵庫・川西ギャラントム)

39 赤江 (女1)

11 岡部 （女2）

(大阪・吉岡ＳＣ大阪）

40

12 山田 (女2)

(兵庫・伊丹卓球教室)

41 西本 (女3)

(兵庫・伊丹卓球教室)

福田 雪（男1） （奈良・桜井卓協）

42 藤原 (男2)

(大阪・育徳クラブ)

10 花

13

(女1)

14 竹森 (男3)

(兵庫・尼崎スポーツ振興)

15 藤村 (男1)

中村 （男保） （大分・畳和卓球）
(兵庫・ALL STAR)

雨森 （女1） (滋賀・彦根 ＪＯＹ）

43

山下さ (女3) (東京・Kuni 卓Jr)

(京都・一条クラブ)

44

畠山 （男1） （三重・松生ＴＴＣ）

16 前川 (男2)

(大阪・育徳クラブ)

45 Bye

17 上野 (男1)

（兵庫・小浜クラブJr）

46

18 中島 （男3）

(滋賀・彦根 ＪＯＹ）

47 松田 (女2)

(京都・一条クラブ)

19 野口 (男1)

(三重・桃園クラブ)

48

中谷 （女１）

（和歌山・岩出Ｓ．Ｐ．Ｃ）

20 面田 （女１）

（兵庫・卓栄Ｋｉｄ’ｓ）

49 古田 (男1)

(大阪・ESCピンポンマンJr)

21 長岡 (男1)

(兵庫・伊丹卓球教室)

50 大場 (女1)

(兵庫・伊丹卓球教室)

22 鈴木 （女１）

（三重・松生ＴＴＣ）

51 鈴木 (男2)

(大阪・育徳クラブ)

23 藤原 （女2）

(大阪・みさとくらぶ岸和田)

52

秋山 （女3）

（高知・Ｙ・Ａジュニア）

24 岩田 （女5）

（大分・畳和卓球）

53 竹本 (女幼)

(大阪・フォレスタ)

25

松浦 秀(男幼) (岡山・ふじ屋クラブ)

川村

富澤 （男１） （奈良・小瀬 クラブ）

54

（

）

寺田 （女2） (滋賀・彦根 ＪＯＹ）

松田 （男2） (奈良・吉岡ＳＣ奈良）

26 藤木 (男2)

(兵庫・伊丹卓球教室)

55 斎木 (男2)

27 丹羽 (男2)

(兵庫・尼崎スポーツ振興)

56

28 神谷 (男3)

(大阪・ESCピンポンマンJr)

57 重松 (男6)

29 津村 (男1)

(鳥取・明治Jr.卓球クラブ)

58

(大阪・育徳クラブ)

福田 琉（男2） （奈良・桜井卓協）

(兵庫・尼崎スポーツ振興)

川村 （男2） (大阪・カミ クラブ)

