
〔ダブルス〕

開催日：９月３０日（日）

予備日：１０月２１、２８日（日）

( 18 ﾍﾟｱ） 受付時間：　  全員　８：４５までに

予選ｸﾞﾙｰﾌﾟ 6

【１位２位トーナメント】 （６ゲーム先取・ノーアド）
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A 6

２０１８年 幸 手 市 市 民 大 会

 男子　D（一般）

A決 

A準１ 

A２２ 

A１１ 

A１２ 

A２３ 

A２４ 

A１３ 

A１４ 

A準２ 

A２１ 



（試合形式） 予選リーグ；６ゲーム先取・ノーアド

1位2位トーナメント；６ゲーム先取・ノーアド

ﾘｰｸﾞ
（６ゲーム先取・ノーアド）

藤田 森田 鈴木 米沢 冨田 二瓶

A 1 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 藤田　雅量 (ゆ-&Me) 森田　倫広

(ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 鈴木　隆之 (ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 米沢　孝治

(MAC) 冨田　晋 (MAC) 二瓶　峻弥

杉浦 堀中 青木 島田 小泉 丹野 順位

A 2 (TOUR
-STAGE) 杉浦　敬 (アクティブ) 堀中　謙一

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 青木　直人 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 島田　厚寿

(幸手桜高校) 小泉　仁 (幸手桜高校) 丹野　利希真

岸野 深津 森本 大江 柳澤 小泉 順位

A 3 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 岸野　　純 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 深津　博樹

(TOUR
-STAGE) 森本　靑宗 (TOUR

-STAGE) 大江　洋輔

(幸手桜高校) 柳澤　高広 (幸手桜高校) 小泉　光槻

由里 伊藤 小林 鈴木 東 原澤 順位

A 4 (ゆ-&Me) 由里　泰志 (ゆ-&Me) 伊藤　輝

(アクティブ) 小林　雄一 (アクティブ) 鈴木　貴志

(MAC) 東　聰志 (幸手桜高校) 原澤　和希

加藤 東海林 多鹿 竹内 日置 黒沢 順位

A 5 (ゆ-&Me) 加藤　幸嗣 (TOUR
-STAGE) 東海林　孝守

(ゆ-&Me) 多鹿　大輔 (ゆ-&Me) 竹内　達彦

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 日置　誠 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 黒沢　亮了

越村 酒井 尾崎 遠藤 斎藤 北村 順位

A 6 (ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 越村　　章 (ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 酒井　邦彦

(TOUR
-STAGE) 尾崎　敦則 (TOUR

-STAGE) 遠藤　朋博

(ゆ-&Me) 斎藤　新悟 (一般) 北村　宣喜

 男子　D（一般）

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 順位



( 7 ﾍﾟｱ） 受付時間：　  全員　１０：００までに

予選ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2

【１位２位トーナメント】 （６ゲーム先取・ノーアド）

1-1

2-2

1-2

2-1

ﾘｰｸﾞ
（６ゲーム先取・ノーアド）

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

大山 奥山 内田 植草 浜田 本庄

V 1 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大山　英夫 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 奥山　貴市

(ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 内田　隆貴 (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 植草　和彦

(ＳＬＴＣ) 浜田　光麓 (ＳＬＴＣ) 本庄　惟恭

大山 奥山 小川 遠藤 丸山 澤村 遠藤 手塚 順位

V 2 (ゆ-&Me) 岩本　正夫 (ゆ-&Me) 宇田　敏明

(ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 小川　隆夫 (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 遠藤　　司

(ＳＬＴＣ) 丸山　博人 (ＳＬＴＣ) 澤村　昭一

(ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 遠藤　淳美 (アクティブ) 手塚　公二

( 3 ﾍﾟｱ）
受付時間：　  全員　１２：００までに

予選ｸﾞﾙｰﾌﾟ 1

鵜野 高塚 後上 川崎 関根 高橋 順位

壮１ (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 鵜野　順一 (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 高塚　和範

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 後上　成樹 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 川崎　毅

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 関根　　修 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 高橋　清和

 男子　D（壮年）

 男子　D（壮・ベテラン）

V決 

V準１ 

V準２ 



( 8 ﾍﾟｱ） 受付時間：　  全員　８：４５までに

予選ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2

【１位２位トーナメント】 （６ゲーム先取・ノーアド）

1-1

2-2

1-2

2-1

ﾘｰｸﾞ
（６ゲーム先取・ノーアド）

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 畑中 加藤 斉藤 加藤 東海林 今尾 大鐘

A 1 (ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 越村　美奈子 (ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 畑中　真弓

(ゆ-&Me) 加藤　晶子 (ゆ-&Me) 斉藤　愛

(TOUR
-STAGE) 加藤　純子 (TOUR

-STAGE) 東海林　妃佳利

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 今尾　幸子 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大鐘　陽子

越村 畑中 棚橋 岩崎 梅澤 谷田部 武井 前田 順位

A 2 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 喜多　初代 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 樋口　たか子

(ゆ-&Me) 棚橋　美由紀 (ゆ-&Me) 岩崎　江美子

(ゆ-&Me) 梅澤　智美 (ゆ-&Me) 谷田部　美紀

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 武井　幸子 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 前田　真由美

 女子　D（一般）

A決 

A準２ 

A準１ 



( 7 ﾍﾟｱ） 受付時間：　  全員　１０：００までに

予選ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2

【１位２位トーナメント】 （６ゲーム先取・ノーアド）

1-1

2-2

1-2

2-1

ﾘｰｸﾞ
（６ゲーム先取・ノーアド）

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

小泉 金端 岩崎 坂井 鈴木 根本

壮１ (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 小泉　登美子 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 金端　伸江

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 岩崎　美佐子 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 坂井　美代

(アクティブ) 鈴木　まゆみ (アクティブ) 根本　雅子

大場 田島 武笠 貝瀬 上澤 関根 小林 高田 順位

壮２ (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大場　朝子 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 田島　麻里子

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 武笠　由紀子 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 貝瀬　愛子

(ゆ-&Me) 上澤　芳江 (ゆ-&Me) 関根　則子

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 小林　満恵 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 高田　裕美子

 女子　D（壮年）

壮決 

壮準１ 

壮準２ 


