
第 18 回西日本ブラインドテニス大会 in 兵庫 

日時：2015 年 1 月 11 日（日曜日）～12 日（祝月曜日） 

場所：障害者スポーツ交流館／国立神戸視力障害センター 
B1 男子 
優勝 角本 勝(兵庫) 準優勝 瀬川 靖次(広島) ３位 井戸本 将義(神奈川) 
 
B1 女子 
優勝 永井 美佐(広島) 準優勝 横田 弓(愛媛) ３位 馬場 洋子(兵庫) 
 
B2 男女混合 
優勝 吉田 孝三(広島) 準優勝 駄場崎 順子(広島) ３位 田中 羊子(大阪) 
 
B3 男子 
優勝 岩瀬 文昭(愛知) 準優勝 森川 能光(広島) ３位 三輪 佳永(東京) 
 
B3 女子 
優勝 田川 佳子(広島) 準優勝 羽根 ひとみ(大阪) ３位 岩瀬 百合枝(愛知) 
 
＜Ｂ１男子 1 回戦＞ 
・第 1 試合 岩下 正之 6-1 柳川 春己 
・第 2 試合 中岡 和芳 6-2 大城 敏雄 
・第 3 試合 瀬川 靖次 6-1 土居 由知 
・第 4 試合 奥田 勝逞 6-4 椎ヶ本 剛志 
・第 5 試合 中野 堅志 6-5（7） 桜井 宏紀 
・第 6 試合 角本 勝 6-0 青木 隆明 
・第 7 試合 大野 博文 6-0 佐々木 薫 
＜2 回戦＞ 
・第 8 試合 井戸本 将義 6-5（5） 岩下 正之 
・第 9 試合 瀬川 靖次 6-1 中岡 和芳 
・第 10 試合 中野 堅志 6-3 奥田 勝逞 
・第 11 試合 角本 勝 6-3 大野 博文 
＜準決勝＞ 
・第 12 試合 瀬川 靖次 6-5（5） 井戸本 将義 
・第 13 試合 角本 勝 6-1 中野 堅志 
(3 位決定戦) 
・第 14 試合 井戸本 将義 6-3 中野 堅志 
(決勝戦) 
・第 15 試合 第 1 セット 角本 勝 6-1 瀬川 靖次 
      第 2 セット 角本 勝 6-2 瀬川 靖次 



 
＜Ｂ１女子 1 回戦＞ 
 
・第 1 試合 中野 暢子 6-2 桜井 昌子 
・第 2 試合 馬場 洋子 6-4 梅原 慈香 
・第 3 試合 平井 直子 0-0 喜多 真弓(平井 直子不戦勝) 
・第 4 試合 澤田 悦子 6-1 大坪 幸子 
<2 回戦> 
・第 5 試合 横田 弓 6-3 中野 暢子 
・第 6 試合 馬場 洋子 6-5（5） 内田 亜矢 
・第 7 試合 永井 美佐 6-2 平井 直子 
・第 8 試合 多井 直美 6-3 澤田 悦子 
<準決勝> 
・第 9 試合 横田 弓 6-5（8） 馬場 洋子 
・第 10 試合 永井 美佐 6-5（7） 多井 直美 
(3 位決定戦) 
・第 11 試合 馬場 洋子 6-5（7） 多井 直美 
(決勝戦) 
・第 12 試合 第 1 セット 永井 美佐 6-3 横田 弓 
      第 2 セット 永井 美佐 6-3 横田 弓 
 
<B2 混合 リーグ戦> 
・第 1 試合 駄場崎 順子 6-1 田中 羊子 
・第 2 試合 吉田 孝三 6-0 緒方 崇 
・第 3 試合 駄場崎 順子 6-0 朝井 弘樹 
・第 4 試合 吉田 孝三 6-0 田中 羊子 
・第 5 試合 朝井 弘樹 6-3 緒方 崇 
・第 6 試合 吉田 孝三 6-0 駄場崎 順子 
・第 7 試合 田中 羊子 6-5（5） 緒方 崇 
・第 8 試合 吉田 孝三 6-0 朝井 弘樹 
・第 9 試合 駄場崎 順子 6-0 緒方 崇 
・第 10 試合 田中 羊子 6-4 朝井 弘樹 
 
<B3 男子 1 回戦> 
・第 1 試合 岩瀬 文昭 6-0 倉森 翼 
・第 2 試合 新畑 広一 6-4 杉本 唯史 
・第 3 試合 三輪 佳永 0-0 磯部 正明(三輪 佳永不戦勝) 
・第 4 試合 森川 能光 6-1 守口 透 
 
 



<準決勝> 
・第 5 試合 岩瀬 文昭 6-0 新畑 広一 
・第 6 試合 森川 能光 6-3 三輪 佳永 
(3 位決定戦) 
・第 7 試合 三輪 佳永 6-5（5） 新畑 広一 
(決勝戦) 
・第 8 試合 第 1 セット 岩瀬 文昭 6-0 森川 能光 
     第 2 セット 岩瀬 文昭 6-0 森川 能光 
 
<B3 女子 1 回戦> 
・第 1 試合 岩瀬 百合枝 6-0 曽谷 通子 
・第 2 試合 羽根 ひとみ 6-0 池田 和子 
・第 3 試合 向井 久代 6-0 寺田 孝代 
<準決勝> 
・第 4 試合 田川 佳子 6-1 岩瀬 百合枝 
・第 5 試合 羽根 ひとみ 6-0 向井 久代 
(3 位決定戦) 
・第 6 試合 岩瀬 百合枝 6-0 向井 久代 
(決勝戦) 
・第 7 試合 第 1 セット 田川 佳子 6-0 羽根 ひとみ 
     第 2 セット 田川 佳子 6-1 羽根 ひとみ 
 
 


