
〔シングルス〕

開催日：６月９日（日） 予備日：６月１６日（日）

Ｓクラス（県予選）　　　 男子：１セットマッチ（６－６タイブレーク）　※3位決定戦あり

女子：３セットマッチ

　※２タイブレークセット・ファイナルセット１０ポイントマッチタイブレーク方式

Ａ・Ｂ・ﾍﾞﾃﾗﾝクラス　 ：予選リーグ、決勝リーグ…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

( 4 名）
集合時間：　  　１３ ： ００までに

１セットマッチ（６－６タイブレーク）

(ゆ-&me) 伊藤　輝

(ｱｸﾃｨﾌﾞ) 菅原　秀治

(ゆ-&me) 太田　友徳

(ﾌﾘ-C) 金子　勇佑

( 2 名）
集合時間：　  　１３ ： ００までに

第１セット 第２セット 第３セット 順位

S (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 今尾　幸子

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大場　朝子

( 6 名）
受付時間：　  全員　１１ ：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

予選

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

リーグ
沢村　昭一 伊藤　敏明 斉藤　陽一

V１ (SLTC) 沢村　昭一

(ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 伊藤　敏明

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 斉藤　陽一

大場　之博 浜田　光麓 古澤　孝治 順位

V２ (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大場　之博

(SLTC) 浜田　光麓

(ｱｸﾃｨﾌﾞ) 古澤　孝治

  男子　（Vクラス）

２０１９年 秋 季 県 大 会 予 選　・協 会 選 手 権 大 会

  女子　（Ｓクラス）

（６ゲーム先取・ノーアド）

  男子　（Ｓクラス）

V決 

V準1 

V準2 

S決 

S準1 

S準2 S3位決 
 



( 7 名）
集合時間：  全員　１１ ：００までに

予選ﾘｰｸﾞ 3

【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

予選

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

リーグ
鈴木　みのり 坂本　郁子 植松　智美

A１ (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 鈴木　みのり

(ゆ-&me) 坂本　郁子

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 植松　智美

樋口　夏鈴 渡辺　京子 大鐘　陽子 山口　美幸 順位

A２ (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 樋口　夏鈴

(ゆ-&me) 渡辺　京子

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大鐘　陽子

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 山口　美幸

( 7 名）
集合時間：  全員　１１ ：００までに

予選ﾘｰｸﾞ 3

【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

予選

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

リーグ
関根　美香 小林　裕美 草野　亜樹

B１ (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 関根　美香

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 小林　裕美

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 草野　亜樹

武笠　由紀子 出井　柚葉 堀越　美智子 古屋　教子 順位

B２ (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 武笠　由紀子

(ｱｸﾃｨﾌﾞ) 出井　柚葉

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 堀越　美智子

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 古屋　教子

  女子　（Ａクラス）

（６ゲーム先取・ノーアド）

  女子　（Bクラス）

（６ゲーム先取・ノーアド）

A決 

A準１ 

A準２ 

B決 

B準１ 

B準２ 



  男子　（Bクラス） ( 5 名）
受付時間：　  全員　８：４５までに

予選ｸﾞﾙｰﾌﾟ 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 第５ﾌﾟﾚｰﾔｰ 順位

金津　政孝 小泉　光槻 増森　平 加藤　充 平野　賢一

B１ (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 金津　政孝 ③ ⑦ ⑨ ⑤

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 小泉　光槻 ① ⑥ ⑧

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 増森　平 ④ ⑩

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 加藤　充 ②

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 平野　賢一

( 17 名）
受付時間：　  全員　８  ： ４５までに

予選ｸﾞﾙｰﾌﾟ 5

【１位２位トーナメント】 （６ゲーム先取・ノーアド）

1-1

3-2

2-2

４-1

５-1

３-1

4-2

２-1

1-2

5-2

  男子　（Aクラス）

A決 

A準１ 

Ａ２２ 

Ａ２３ 

Ａ１１ 

A準２ 

Ａ１２ 

Ａ２１ 

Ａ２４ 



予選
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

リーグ
植竹　友彦 岩本　達夫 佐藤　浩一

A 1 (TOUR
-STAGE) 植竹　友彦

(ゆ-&me) 岩本　達夫

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 佐藤　浩一

杉崎　諒太 佐藤　正幸 岡元　博明 順位

A 5 (ｱｸﾃｨﾌﾞ) 杉崎　諒太

(ﾌﾘ-C) 佐藤　正幸

(ゆ-&me) 岡元　博明

小林　雄一 吉留　隆幸 多鹿　大輔 柳澤　高広 順位

A 4 (ｱｸﾃｨﾌﾞ) 小林　雄一

(ゆ-&me) 吉留　隆幸

(ゆ-&me) 多鹿　大輔

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 柳澤　高広

小川　隆 外谷　浩一 八嶋　裕之 順位

A 2 (TOUR
-STAGE) 小川　隆

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 外谷　浩一

(ゆ-&me) 八嶋　裕之

堀越　敏之 百瀬　豊 深津　博樹 順位

A 3 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 堀越　敏之

(ゆ-&me) 百瀬　豊

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 深津　博樹

（６ゲーム先取・ノーアド）


