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対戦 対戦

市町名 市町名

市町名 市町名

松村 蛍井 松村 三木 吉村 古出 吉村 新谷

豊野 金原 豊野 家原 丹下 村上 丹下 野口

有本 東海 有本 鈴木 河内 藤井 河内 橋

中野 白濱 中野 村野 宮越 松岡 宮越 菅

岩崎 木幡 岩崎 野口 山崎 大畠 山崎 山田

高橋 吉岡 高橋 中田 岩崎 相原 岩崎 連石

蛍井 松村 堂井 野口 古出 吉村 古出 山田

金原 豊野 金原 中田 村上 丹下 村上 連石

東海 有本 大野 鈴木 藤井 河内 藤井 三浦

白濱 中野 東海 村野 松岡 宮越 松岡 田籠

木幡 岩崎 木幡 三木 大畠 山崎 大畠 新谷

吉岡 高橋 吉岡 家原 相原 岩崎 相原 木嶋

三木 松村 野口 堂井 新谷 吉村 山田 古出

家原 豊野 中田 金原 野口 丹下 連石 村上

鈴木 有本 鈴木 大野 橋 河内 三浦 藤井

村野 中野 村野 東海 菅 宮越 田籠 松岡

野口 岩崎 三木 木幡 山田 山崎 新谷 大畠

中田 高橋 家原 吉岡 連石 岩崎 木嶋 相原

池 田 市

6/23/2019 6/23/2019

成　績　結　果　表 成　績　結　果　表 

（男子の部） （女子の部）

池 田 市 箕 面 市 豊 中 市 勝　 敗 順位

0勝　2敗 3 位

箕 面 市 豊 中 市 勝　 敗 順位

6-3 3-6 6-3 6-3

2-6 3-6 2-6 1-6

池田市

1-2 1-22-1 0-3

1勝　1敗 2 位

6-3
6-7
(4)

2-6 1-6

箕面市

1-2 0-3

0勝　2敗 3 位

池田市

3-6 2-6 3-6 3-6

6-2 4-6 6-2 3-6

箕面市

2-1 0-3

豊中市

3-0 3-0

2勝　0敗 2勝　0敗 1位

3-6 1-6 6-2 3-6

1位

1勝　1敗 2 位

7-6
（4)

6-1 6-1 6-3

6-3 6-2 3-6 6-3

6-3 6-4 6-1 6-3

豊中市

2-1 3-0



第７３回　大阪府総合体育大会　豊能地区大会　　　成績表 (男子）

2-1 0-3
（一般①） 松村・豊野　6-3　蛍井・金原 （一般①）　松村・奥野　3-6　三木・家原 

（２部）　   有本・中野  2-6  東海・白濱　  （２部）　    有本・中野　3-6　鈴木・村野　  

（一般②)　岩崎・高橋　6-3　木幡・吉岡  （一般②)　岩崎・高橋　6-7（4)　野口・中田

1-2 0-3
（一般①）　蛍井・金原　3-6　松村・豊野 （一般①）　堂井・金原　2-6　野口・中田 

（２部）　　　東海・白濱　6-2　有本・中野　  （２部）　　  大野・東海　4-6　鈴木・村野　  

（一般②)　木幡・吉岡　3-6　岩崎・高橋  （一般②) 　木幡・吉岡　1-6　三木・家原 

3-0 3-0
（一般①）　三木・家原　6-3　松村・豊野 （一般①）　野口・中田　6-2　堂井・金原 

（２部）　    鈴木・村野　6-3　有本・中野　  （２部）　　  鈴木・村野　6-4　大野・東海　  

（一般②)　野口・中田　7-6（4)　岩崎・高橋  （一般②)　 三木・家原　6-1　木幡・吉岡  

令和元年（2019年）6月23日　於：豊中市立豊島公園庭球場

池田市 箕面市 豊中市 勝敗 順位

豊中市 2-0 1位

池田市 1-1 2位

箕面市 0-2 3位



第７３回　大阪府総合体育大会　豊能地区大会　　　成績表 (女子）

1-2 1-2
（一般①） 　吉村・丹下　6-3　古出・村上 （一般①）　吉村・丹下　6-3　新谷・野口 

（２部）　　   河内・宮越　2-6　藤井・松岡　  （２部）　　  河崎・宮越　1-6　橋・菅　  

（一般②)  　山崎・岩崎　2-6　大畠・相原 （一般②)　 山崎・岩崎　1-6　山田・連石  

2-1 0-3
（一般①）　古出・村上　3-6　吉村・丹下 （一般①）　古出・村上　3-6　山田・連石 

（２部）　　　藤井・松岡　6-2　河内・宮越　  （２部）　    藤井・松岡　3-6　三浦・田籠  

（一般②) 　大畠・相原　6-2　山崎・岩崎 （一般②)   大畠・相原　3-6　新谷・木嶋

2-1 3-0
（一般①）　新谷・野口　3-6　吉村・丹下 （一般①）　山田・連石　6-3　古出・村上

（２部）　        　橋・菅　6-1　河内・宮越　  （２部）　　　三浦・田籠　6-3　藤井・松岡　  

（一般②) 　山田・連石　6-1　山崎・岩崎 （一般②)　 新谷・木嶋　6-3　大畠・相原  

令和元年（2019年）6月23日　於：豊中市立豊島公園庭球場

池田市 箕面市 豊中市 勝敗 順位

豊中市 2-0 1位

池田市 0-2 3位

箕面市 1-1 2位
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