
〔ダブルス〕

開催日：２月１１日（日） 予備日：２月２５日（日）

Ｓクラス（県予選）　　　：予選リーグ戦--１セットマッチ（ノンアド・６ゲーム先取）

　　　　　　　　　　　　　　：決勝リーグ戦--１セットマッチ（６－６：12ポイントタイブレーク）

　　　　　　　　　　　　　　：１位２位トーナメント－１セットマッチ（６－６：12ポイントタイブレーク）

　　　　　　　　　　　　　　：３位・４位トーナメント－１セットマッチ（ノンアド・５ゲーム先取）

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）

　　　　　　　　　　　　　　：１位２位トーナメント－－-１セットマッチ（ノンアド・６ゲーム先取）

　　　　　　　　　　　　　　：３位・４位トーナメント－--１セットマッチ（ノンアド・５ゲーム先取）

( 4 ﾍﾟｱ） 集合時間：　 １０： ００まで

決勝 （６－６：12ポイントタイブレーク）
リーグ

越村 小林 宇野 進藤 與澤 伊藤 杉浦 堀中 順位

Ｓ (ﾌﾘ-C) 越村　　章 （MAC） 小林　利夫

(ゆ-&Me) 宇野　鉄平 (ゆ-&Me) 進藤　真吾

(ゆ-&Me) 與澤　正則 (ゆ-&Me) 伊藤　　輝

(TOUR-
STAGE） 杉浦　　敬 (ｱｸﾃｨﾌﾞ） 堀中　謙一

( 2 ﾍﾟｱ） 集合時間：　 １２： ００まで

（６－６：12ポイントタイブレーク）

Ｓ (ﾌﾘ-C) 越村　美奈子 (ﾌﾘ-C) 畑中　真弓

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 石田　彩乃 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 岡崎　　愛

A 2

 女子　（Sクラス）

２０１８年 春 季 県 大 会 予 選

  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

１セット ２セット ３セット 順位



( 7 ﾍﾟｱ） 集合時間： ８： ４５まで

予選ﾘｰｸﾞ 2

【１位２位トーナメント】 （ノンアド・６ゲーム先取）

１-1

２-2

１-2

２-1

【３位４位トーナメント】 （ノンアド・５ゲーム先取）

１-3

２-4

２-3

予選 （ノンアド・６ゲーム先取）
リーグ

藤田 森田 富田 二瓶 吉留 大石 順位

A 1 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 藤田　雅量 (ゆ-&Me) 森田　倫広

（MAC) 富田　　晋 （MAC) 二瓶　峻弥

(ゆ-&Me) 吉留　隆幸 (ゆ-&Me) 大石　純生

岸野 深津 野口 加藤 堀越 大山 多鹿 伊藤 順位

A 2 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 岸野　　純 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 深津　博樹

(ゆ-&Me) 野口　周平 (ゆ-&Me) 加藤　幸嗣

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 堀越　敏之 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大山　英夫

(ゆ-&Me) 多鹿　大輔 (ゆ-&Me) 伊藤　康二

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

  男子　（Ａクラス）

A準１ 

A準２ 

A決 

A３決 

A１1 



( 8 ﾍﾟｱ） 集合時間：　 ８： ４５まで

予選ﾘｰｸﾞ 2

【１位２位トーナメント】 （ノンアド・６ゲーム先取）

１-1

２-2

１-2

２-1

【３位４位トーナメント】 （ノンアド・５ゲーム先取）

１-3

２-4

１-4

２-3

予選 （ノンアド・６ゲーム先取）
リーグ

堀中 田中 小高 澤村 小川 遠藤 浜田 本庄 順位

V 1 (ｱｸﾃｨﾌﾞ) 堀中　裕司 (ｱｸﾃｨﾌﾞ) 田中　邦夫

(SLTC) 小高　道洋 (SLTC) 澤村　昭一

(ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 小川　隆夫 (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 遠藤　　司

(SLTC) 浜田　光麓 (SLTC) 本庄　惟恭

丸山 野中 植草 内田 福田 畑中 東 坂斎 順位

V 2 (SLTC) 丸山　博人 (SLTC) 野中　　修

(ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 植草　和彦 (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 内田　隆貴

(ﾌﾘ-C) 福田　富雄 (ﾌﾘ-C) 畑中　義之

（MAC) 東　　聰志 （MAC) 坂斎　圭一

第２ﾌﾟﾚｰﾔｰ 第３ﾌﾟﾚｰﾔｰ 第４ﾌﾟﾚｰﾔｰ
第１ﾌﾟﾚｰﾔｰ

（シード）

 男子　（ベテラン）

V３決 

V11 

V12 

V準１ 

V準２ 

V決 



( 5 ﾍﾟｱ） 受付時間：　 ８： ４５まで

ﾘｰｸﾞ
（ノンアド・６ゲーム先取）

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 第５ﾌﾟﾚｰﾔｰ

大場 鈴木 梅澤 谷田部 樋口 樋口 植松 堀越 加藤 堀井 順位

A (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大場　朝子 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 鈴木　みのり

(ゆ-&Me) 梅澤　智美 (ゆ-&Me) 谷田部　美紀

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 樋口　たか子 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 樋口　夏鈴

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 植松　智美 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 堀越　美智子

(ゆ-&Me) 加藤　晶子 (ゆ-&Me) 堀井　萌江

( 5 ﾍﾟｱ） 受付時間：　 ８： ４５まで

ﾘｰｸﾞ
（ノンアド・６ゲーム先取）

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 第５ﾌﾟﾚｰﾔｰ

鈴木 根本 岩崎 坂井 島村 武笠 高田 小林 加藤 東海林 順位

B
(ｱｸﾃｨ
ﾌﾞ） 鈴木　まゆみ (ｱｸﾃｨﾌﾞ） 根本　雅子

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 岩崎　美佐子 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 坂井　美代

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 島村　泰子 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 武笠　由紀子

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 高田　裕美子 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 小林　満恵

(TOUR-
STAGE） 加藤　純子

(TOUR-
STAGE）

東海林　妃佳利

( 5 ﾍﾟｱ）
受付時間：　 ８： ４５まで

ﾘｰｸﾞ
（ノンアド・６ゲーム先取）

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 第５ﾌﾟﾚｰﾔｰ

高塚 鵜野 日置 手塚 松村 吉田 後上 川崎 大場 鈴木 順位

B (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 高塚　和範 (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 鵜野　順一

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 日置　　誠 (ｱｸﾃｨﾌﾞ） 手塚　公二

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 松村　弘之 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 吉田　博秀

(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) 大場　之博 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 鈴木　荘右

① ④’ ⑤

②

④ ③’

④

③’

④

① ④’ ⑤

 女子　（Aクラス）

① ② ③

 女子　（Bクラス）

① ② ③

④’ ①’ ⑤’

③ ⑤ ①’ ②’

④ ③’ ⑤’ ②’

③’

② ④’ ①’ ⑤’

③ ⑤ ①’ ②’

 男子　（Bクラス）

④

① ④’ ⑤ ③’

② ③①

⑤ ①’ ②’

⑤’ ②’

④ ③’ ⑤’ ②’

② ④’ ①’ ⑤’

③


