
２０１４年 春 季 県 大 会 予 選

〔ダブルス〕

開催日：２月２３日（日）

( 4 ﾍﾟｱ）
集合時間：　 １１：００まで

ﾘｰｸﾞ

越村 丸山 坂本 岩間 金子 植竹 杉浦 堀中 順位

Ｓ (ﾌﾘ-C) 越村　　章 (ＳＬＴＣ) 丸山　博太郎 3

(TOUR-
STAGE） 坂本　雅俊

(TOUR-
STAGE） 岩間　一博 4

(MAC) 金子　勇佑 (ｱｸﾃｨﾌﾞ） 植竹　友彦 1

(TOUR-
STAGE） 杉浦　　敬 (ｱｸﾃｨﾌﾞ） 堀中　謙一 2

( 2 ﾍﾟｱ） 集合時間：　 １１：００まで

3試合目は即タイブレーク

ﾘｰｸﾞ

Ｓ (ﾌﾘ-C) 越村　美奈子 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 新井　悦子

(TOUR-
STAGE） 佐藤　恭代

(TOUR-
STAGE） 鈴木　たまき

( 5 ﾍﾟｱ）
集合時間： ８： ４５まで

1 (ＳＬＴＣ) 小高　道洋 (ＳＬＴＣ) 澤村　昭一

大山・奥山

2 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大山　英夫 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 奥山　貴市

ﾘｰｸﾞ

小川 林 浜田 本庄 荻野 澤村 堀中 中村 順位

V 1 (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 小川　隆夫 (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 林　　憲次 2

(ＳＬＴＣ) 浜田　光麓 (ＳＬＴＣ) 本庄　惟恭 3

(ＳＬＴＣ) 小高　道洋 (ＳＬＴＣ) 澤村　昭一 1

(ｱｸﾃｨﾌﾞ） 堀中　裕司 (ｱｸﾃｨﾌﾞ） 中村　修治

大山 奥村 多賀 新井 深澤 竹本 伊藤 阿部 順位

V 2 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大山　英夫 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 奥山　貴市 1

(ｱｸﾃｨﾌﾞ） 多賀　義郎 (ｱｸﾃｨﾌﾞ） 新井　徹弥 2

(ＳＬＴＣ) 深澤　秀夫 (ＳＬＴＣ) 竹本　信義 4

(ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 伊藤　敏明 (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 阿部　修二 3

  男子　（Ｓクラス）

第１ﾌﾟﾚｰﾔｰ
（シード）

第２ﾌﾟﾚｰﾔｰ 第３ﾌﾟﾚｰﾔｰ 第４ﾌﾟﾚｰﾔｰ

6-0 0-6 2-6

0-6 3-6 3-6

6-0 6-3 6-2

6-2 6-3 2-6

  女子　（Ｓクラス）

1試合目 ２試合目 ３試合目 順位

6-1 6-1 1

1-6 1-6 2

 男子　（ベテラン）

第１ﾌﾟﾚｰﾔｰ
（シード）

第２ﾌﾟﾚｰﾔｰ 第３ﾌﾟﾚｰﾔｰ 第４ﾌﾟﾚｰﾔｰ

1-6 1-6

6-1 4-6

6-16-4

6-1 6-1 6-2

1-6 6-2 6-3

1-6 2-6 5-6

2-6 3-6 6-5

Ｖ決 
6-1 



Ｓクラス（県予選）：トーナメント戦--１セットマッチ（６－６：12ポイントタイブレーク）

Ａ・Ｂ・ﾍﾞﾃﾗﾝクラス　　：予選リーグ、決勝リーグ－１セットマッチ（ノンアド・６ゲーム先取）

　　　　　　　　　　　　　　：決勝トーナメント－１セットマッチ（ノンアド、６－６：12ポイントタイブレーク）

( 16 ﾍﾟｱ）
集合時間：　 ８： ４５まで

予選ﾘｰｸﾞ 4

1 (MAC) 滝沢　篤志 (MAC) 坂本　貴司

4 (ゆ-&Me) 與澤　正則 (ゆ-&Me) 伊藤　　輝

2
(TOUR-
STAGE） 木村　朋広

(TOUR-
STAGE） 小川　　隆

3 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 岸野　　純 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 並木　浩行

ﾘｰｸﾞ

滝沢 坂本 多鹿 本山 岡 原戸 工藤 鵜野 順位

A 1 (MAC) 滝沢　篤志 (MAC) 坂本　貴司 1

(ゆ-&Me) 多鹿　大輔 (ゆ-&Me) 本山　　誠 3

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 岡　　和之 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 原戸　宏紀 2

(ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 工藤　悟郎 (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 鵜野　順一 4

杉山 益子 與澤 伊藤 後上 川崎 島田 大野 順位

A 4 (ﾄｯﾊﾟﾝ) 杉山　　明 (ﾄｯﾊﾟﾝ) 益子　和也 2

(ゆ-&Me) 與澤　正則 (ゆ-&Me) 伊藤　　輝 1

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 後上　成樹 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 川崎　　毅 3

(MAC) 島田　陽一郎 (MAC) 大野　高志

木村 小川 芳賀 石川 東 大野 加藤 宇佐美 順位

A 2
(TOUR-
STAGE） 木村　朋広

(TOUR-
STAGE） 小川　　隆 1

(ゆ-&Me) 芳賀　達彦 (ゆ-&Me) 石川　浩隆 3

(MAC) 東　　聡志 (MAC) 大野　高志 2

(ﾄｯﾊﾟﾝ) 加藤　一照 (ﾄｯﾊﾟﾝ) 宇佐美　遼

大山 荒川 野村 松澤 岸野 並木 丸山 茂呂 順位

A 3 (ﾌﾘ-C) 大山　　涼 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 荒川　　浩

(ゆ-&Me) 野村　有弘 (ゆ-&Me) 松澤　敏光 2

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 岸野　　純 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 並木　浩行 1

(ＳＬＴＣ) 丸山　博人 (ＳＬＴＣ) 茂呂　定夫 3

滝沢・坂本

  男子　（Ａクラス）

第１ﾌﾟﾚｰﾔｰ
（シード）

第２ﾌﾟﾚｰﾔｰ 第３ﾌﾟﾚｰﾔｰ 第４ﾌﾟﾚｰﾔｰ

6-1 6-2 6-1

1-6 2-6 6-5

2-6 6-2 6-1

2-6 6-0

1-6 5-6 1-6

6-2 6-0

0-6 0-6

1-6 5-6

6-1 6-0

0-6 6-5

0-6 6-2

6-0 6-1

1-62-6

A準１ 

A決 

A準２ 

6-2 

7-5 

6-4 



( 10 ﾍﾟｱ）
集合時間： ８： ４５まで

予選ﾘｰｸﾞ 3

1 (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 市川　久美子 (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 大滝　成子

2 (ｱｸﾃｨﾌﾞ） 樋口　たか子 (ｱｸﾃｨﾌﾞ） 山田　聡子

3

第３リーグが２名となったため、第１，２リーグに移動

ﾘｰｸﾞ

市川 大滝 廣津 北村 植竹 伊藤 梅澤 竹節 順位

A 1 (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 市川　久美子 (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 大滝　成子 1

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 廣津　満佐美 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 北村　知子 4

(TOUR-
STAGE） 植竹　麻耶

(TOUR-
STAGE） 伊藤　繁子 2

(ゆ-&Me) 梅澤　智美 (ｱｸﾃｨﾌﾞ） 竹節　廣子 3

(MAC) 東　　陽子 (ｱｸﾃｨﾌﾞ） 杉山　厚子

松岡 安部 増田 新木 樋口 山田 小澤 芝田 順位

A 2 (ゆ-&Me) 松岡　美佐子 (ゆ-&Me) 安部　啓子 4

(ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 増田　弘子 (ﾌﾘ-C) 新木　国子 2

(ｱｸﾃｨﾌﾞ） 樋口　たか子 (ｱｸﾃｨﾌﾞ） 山田　聡子 1

(ｱｸﾃｨﾌﾞ） 小澤　恵子 (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 芝田　千恵子 3

小澤 高柳 梅澤 谷田部 石野 富塚 順位

A 3 (ｱｸﾃｨﾌﾞ） 小澤　恵子 (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 高柳　由加里

(ゆ-&Me) 梅澤　智美 (ゆ-&Me) 谷田部　美紀

(ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 石野　美智子 (ﾌﾘ-C) 富塚　よし江

樋口・山田

1-6 6-2

2-6

6-5

4-6

6-4

第１ﾌﾟﾚｰﾔｰ
（シード）

第２ﾌﾟﾚｰﾔｰ

（A1へ移動）

（A2へ移動）

 女子　（Ａクラス）

第３ﾌﾟﾚｰﾔｰ 第４ﾌﾟﾚｰﾔｰ

6-0 6-2 6-1

0-6 4-6

2-6 6-4

5-6

6-3 6-1

1-6

3-6 5-6

6-5 1-6

6-1

6-5 5-6

Ａ決 
5-7 


