
〔ミックスダブルス〕

開催日：１０月１２日（日）

( 15 ﾍﾟｱ） 受付時間：　  全員　８  ： ４５までに

予選ｸﾞﾙｰﾌﾟ 4

1-1 (ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 越村　　章 (ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 韮沢　寿美子

3-2 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 藤田　雅量 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 石川　香織

4-1 (MAC) 工藤　秀樹 (ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 越村　美奈子

2-2 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 伊藤　幸治 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 田浦　弘美

2-1 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 佐藤　秀高 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 増田　美智子
工藤・越村

4-2 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 新井　伸吾 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 新井　悦子

3-1 (ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 大山　　涼 (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 大滝　成子

1-2 (ゆ-&Me) 石原　翔太 (ゆ-&Me) 梅澤　智美
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（試合形式） ：予選リーグ－１セット（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）

ﾘｰｸﾞ 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 順位

越村 韮沢 石原 梅澤 石井 山崎

A 1 (ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 越村　　章 (ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 韮沢　寿美子 1

(ゆ-&Me) 石原　翔太 (ゆ-&Me) 梅澤　智美 2

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 石井　文男 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 山崎　明子 3

杉浦 鹿野 工藤 越村 後上 後上 新井 新井 順位

A 4 (TOUR
-STAGE) 杉浦　　敬 (TOUR

-STAGE) 鹿野　奈々美 3

(MAC) 工藤　秀樹 (ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 越村　美奈子 1

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 後上　成樹 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 後上　幸子 4

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 新井　伸吾 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 新井　悦子 2

植竹 植竹 佐藤 増田 伊藤 田浦 増岡 鶴田 順位

A 2 (TOUR
-STAGE) 植竹　友彦 (TOUR

-STAGE) 植竹　麻耶 3

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 佐藤　秀高 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 増田　美智子 1

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 伊藤　幸治 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 田浦　弘美 2

(ﾄｯﾊﾟﾝ) 増岡　宏一 (ﾄｯﾊﾟﾝ) 鶴田　智子 4

大山 大滝 中野 安部 本谷 本谷 藤田 石川 順位

A 3 (ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 大山　　涼 (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 大滝　成子 1

(ゆ-&Me) 中野　建蔵 (ゆ-&Me) 安部　啓子

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 本谷　義之 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 本谷　裕美子 3

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 藤田　雅量 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 石川　香織 2
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( 7 ﾍﾟｱ） 受付時間：　  全員　８  ： ４５までに

予選ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2

壮-1 (ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 菅ヶ谷　暢康 (ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 新木　国子

V-2 (ゆ-&Me) 岩本　正夫 (ゆ-&Me) 笹原　みさ子

V-1 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 奥山　貴市 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 松本　由喜江
菅ヶ谷・新木

壮-2 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大山　英夫 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 松崎　ゆり子

ﾘｰｸﾞ 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

菅ヶ谷 新木 堀中 堀中 大山 松崎 小林 大場

壮 (ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 菅ヶ谷　暢康 (ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 新木　国子

(ｱｸﾃｨﾌﾞ) 堀中　裕司 (ｱｸﾃｨﾌﾞ) 堀中　乃梨子

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大山　英夫 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 松崎　ゆり子

(ｱﾄﾞﾊﾞﾝ) 小林　秀夫 (ｱﾄﾞﾊﾞﾝ) 大場　美智子

奥山 松本 岩本 笹原 杉浦 杉浦

V (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 奥山　貴市 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 松本　由喜江

(ゆ-&Me) 岩本　正夫 (ゆ-&Me) 笹原　みさ子

(ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 杉浦　　順 (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 杉浦　百合子

 ミックス　ベテラン・壮年

順位
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