
開催日：10月9日（日） 予備日：11月13日

【試合方式】
■全試合　6ゲーム先取ノーアド

■男一般・男ベテラン・女一般・女壮…予選リーグ後、1位トーナメント

■男壮年・女ベテラン…決勝リーグ

( 8 ﾍﾟｱ） 集合時間：　 ８： ４５まで

予選ﾘｰｸﾞ 2

【１位トーナメント】

１-1

２-1

予選

リーグ
杉浦 坂本 菅原 田村 森田 大嶋 岸野 深津 順位

A 1
(TOUR-
STAGE） 杉浦　敬

(TOUR-
STAGE） 坂本　雅俊

(フリーC) 菅原　秀治 (ｱｸﾃｨﾌﾞ) 田村　稔

(ゆ-&me) 森田　倫広 (ゆ-&me) 大嶋　淳一

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 岸野　純 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 深津　博樹

堀中 深谷 工藤 木村 藤田 井出 伊藤 百瀬 順位

A 2 (ｱｸﾃｨﾌﾞ) 堀中　謙一 (ゆ-&me) 深谷　裕也

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 工藤　隼一 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 木村　颯太

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 藤田　雅量 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 井出　翼

(ゆ-&me) 伊藤　輝 (ゆ-&me) 百瀬　豊

  男子　（一般クラス）

２０２２年   幸手市　市民大会

〔ダブルス〕

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

一決 



( 9 ﾍﾟｱ） 集合時間： １０：００まで

予選ﾘｰｸﾞ 3

【１位トーナメント】

１-1

３-1

２-1

予選

リーグ
大場 鈴木み 鈴木洋 小出 木村則 木村奈 順位

A 1 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大場　朝子 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 鈴木　みのり

(ｱｸﾃｨﾌﾞ) 鈴木　洋子 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 小出　美代子

(ゆ-&me) 木村　則子 (ゆ-&me) 木村　奈津子

本島 野口 植松 金田 梅澤 柴田 順位

A 3 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 本島　亜希子 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 野口　絵里

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 植松　智美 (ゆ-&me) 金田　絵里

(ゆ-&me) 梅澤　智美 (ゆ-&me) 柴田　圭子

松岡 安倍 鈴木ま 山口 植竹 坂本 順位

A 2 (ゆ-&me) 松岡　美佐子 (ゆ-&me) 安部　啓子

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 鈴木　まゆみ (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 山口　優子

(TOUR-
STAGE） 植竹　麻耶

(TOUR-
STAGE） 坂本　美紗子

( 4 ﾍﾟｱ） 受付時間：　 １０：００までに

予選

第１ﾌﾟ
ﾚｰﾔｰ
（シー

第２ﾌﾟﾚｰﾔｰ 第３ﾌﾟﾚｰﾔｰ 第４ﾌﾟﾚｰﾔｰ

リーグ
根本 堀中 前田 小峰 横山 田浦 吉田 長谷 順位

V (ｱｸﾃｨﾌﾞ) 根本　雅子 (ｱｸﾃｨﾌﾞ) 堀中　乃梨子

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 前田　真由美 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 小峰　陽子

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 横山　紀子 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 田浦　弘美

(フリーC) 吉田　真己 (フリーC) 長谷　佐代子

 女子　（ベテラン）

第４ﾌﾟﾚｰﾔｰ

 女子　（一般クラス）

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

一般

一般準 



( 7 ﾍﾟｱ） 集合時間： ８：４５まで

【１位トーナメント】

１-1

２-1

予選

リーグ
後上成 川崎 齋藤 小林 内田 植草 順位

V 1 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 後上　成樹 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 川崎　毅

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 齋藤　陽一 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 小林　賢三

(ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 内田　隆貴 (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 植草　和彦

高塚 鵜野 岩本 浅田 土屋 松永 小川 遠藤 順位

V 2 (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 高塚　和範 (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 鵜野　順一

(ゆ-&me) 岩本　正夫 (ゆ-&me) 浅田　和宏

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 土屋　秀樹 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 松永　仁

(ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 小川　隆夫 (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 遠藤　司

( 3 ﾍﾟｱ） 集合時間： ８：４５まで

予選
リーグ

後上佳 鈴木里 大場之 鈴木壮 上野 大山 順位

壮 1 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 後上　佳則 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 鈴木　里史

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大場　之博 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 鈴木　壮右

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 上野　英明 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大山　涼

第２ﾌﾟﾚｰﾔｰ 第３ﾌﾟﾚｰﾔｰ 第４ﾌﾟﾚｰﾔｰ

 男子　（壮年）

第１ﾌﾟﾚｰﾔｰ
（シード）

 男子　（ﾍﾞﾃﾗﾝ）

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

V決 


