
〔ダブルス〕

開催日：２月９日（日） 予備日：２月２３日（日）

Ｓクラス（県予選）　　　 ：１セットマッチ（6-6タイブレーク）

Ａ・Ｂ・ﾍﾞﾃﾗﾝクラス　 ：予選リーグ・・・６ゲーム先取・ノーアド

：１位トーナメント・・・６ゲーム先取・ノーアド

（2ﾍﾟｱ） 集合時間：　 １２：００まで

(ゆ-&me) 伊藤　輝 (ゆ-&me) 太田　友徳

(ﾌﾘ-C) 荒川　浩 (ﾌﾘ-C) 小林　利夫

( 1 ﾍﾟｱ）

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 石田　彩乃 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 野畑　愛

( 10 ﾍﾟｱ） 集合時間：　 ８： ４５まで

予選ﾘｰｸﾞ 3

【１位トーナメント】 （６ゲーム先取・ノーアド）

１-1

３-1

２-1

予選 （６ゲーム先取・ノーアド）
リーグ

杉浦 堀中 藤田 井手 吉留 大石 岸野 深津 順位

A 1 (TOUR-
STAGE） 杉浦　敬 (ｱｸﾃｨﾌﾞ) 堀中　謙一

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 藤田　雅量 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 井手　翼

(ゆ-&me) 吉留　隆幸 (ゆ-&me) 大石　純生

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 岸野　純 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 深津　博樹

植竹 小川 越村 佐藤 上野 木村 順位

A 3
(TOUR-
STAGE） 植竹　友彦

(TOUR-
STAGE） 小川　隆

(ﾌﾘｰＣ) 越村　章 (ﾌﾘｰＣ) 佐藤　正幸

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 上野　英明 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 木村　俊之

齋藤 北村 矢野 手塚 大山 川村 順位

A 2 (ゆ-&me) 齋藤　新悟 (ゆ-&me) 北村　宣喜

(ｱｸﾃｨﾌﾞ) 矢野　隆義 (ｱｸﾃｨﾌﾞ) 手塚　公二

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大山　涼 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 川村　遼

第４ﾌﾟﾚｰﾔｰ

２０２０年 春 季 県 大 会 予 選

第２ﾌﾟﾚｰﾔｰ 第３ﾌﾟﾚｰﾔｰ

  男子　（Ａクラス）

第１ﾌﾟﾚｰﾔｰ
（シード）

  男子　（Ｓクラス）

 女子　（Sクラス）

県大会代表

A決 

A１１ 



( 12 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】 （６ゲーム先取・ノーアド）

１-1

４-1

３-1

２-1

予選 （６ゲーム先取・ノーアド）
リーグ

大場 鈴木 梅澤 谷田部 池辺 堀内 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

(ゆ-&me) 梅澤　智美 (ゆ-&me) 谷田部　美紀

(TOUR-
STAGE） 池辺　伸子 (TOUR-

STAGE） 堀内　ひろみ

松岡 樋口 坂井 岩崎 吉田 野原 順位

A 4 (ゆ-&me) 松岡　美紗子 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 樋口　たか子

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 坂井　美代 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 岩崎　美佐子

(ｱｸﾃｨﾌﾞ) 吉田　はるみ (ﾌﾘｰＣ) 野原　由起子

須藤 寺田 堀中 鈴木 加藤 富永 順位

A 3 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 須藤　千晶 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 寺田　智美

(ｱｸﾃｨﾌﾞ) 堀中　乃梨子 (ｱｸﾃｨﾌﾞ) 鈴木　洋子

(TOUR-
STAGE） 加藤　純子 (TOUR-

STAGE） 富永　瑞穂

加藤 山口 高田 小林 白石 中川 順位

A 2 (ゆ-&me) 加藤　晶子 (ゆ-&me) 山口　明子

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 高田　裕美子 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 小林　満恵

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 白石　純子 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 中川　由実

第１ﾌﾟﾚｰﾔｰ
（シード）

 女子　（Ａクラス）

第２ﾌﾟﾚｰﾔｰ 第３ﾌﾟﾚｰﾔｰ 第４ﾌﾟﾚｰﾔｰ

A決 

A準１ 

A準２ 



( 10 ﾍﾟｱ） 集合時間： ８：４５まで

予選ﾘｰｸﾞ 3

【１位トーナメント】 （６ゲーム先取・ノーアド）

１-1

３-1

２-1

予選 （６ゲーム先取・ノーアド）
リーグ

大山 奥山 内田 植草 後上 星屋 岩本 宇田 順位

BV 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

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 後上　成樹 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 星屋　譲

(ゆ-&me) 岩本　正夫 (ゆ-&me) 宇田　敏明

鵜野 高塚 丸山 野中 松永 中村 順位

BV 3 (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 鵜野　順一 (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 高塚　和範

(SLTC) 丸山　博人 (SLTC) 野中　修

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 松永　仁 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 中村　光昭

小川 遠藤 浜田 本庄 田村 田中 順位

BV 2 (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

(ｱｸﾃｨﾌﾞ) 田村　稔 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 田中　邦夫

 男子　（B・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４ﾌﾟﾚｰﾔｰ第３ﾌﾟﾚｰﾔｰ

BV決 

ＢＶ準

１ 



( 9 ﾍﾟｱ） 受付時間：　 ８：４５までに

予選ﾘｰｸﾞ 3

【１位トーナメント】 （６ゲーム先取・ノーアド）

１-1

３-1

２-1

予選 （６ゲーム先取・ノーアド）
リーグ

鈴木ま 山口 武笠 草野 田浦 柏原 順位

BV 1 (ｱｸﾃｨﾌﾞ) 鈴木　まゆみ (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 山口　優子

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 武笠　由紀子 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 草野　亜樹

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 田浦　弘美 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 柏原　真澄

根本 橋本 杉浦 大場 森田 忍田 順位

BV 3 (ｱｸﾃｨﾌﾞ) 根本　雅子 (ｱｸﾃｨﾌﾞ) 橋本　久美子

(ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 杉浦　百合子 (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 大場　美智子

(ｱｸﾃｨﾌﾞ) 森田　チズ子 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 忍田　一子

古屋 野口 足利 中村 木村 大滝 順位

BV 2 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 古屋　教子 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 野口　絵里

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 足利　直美 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 中村　澄子

(ｱｸﾃｨﾌﾞ) 木村　みゆき (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 大滝　成子

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

 女子　（B・ﾍﾞﾃﾗﾝ）

BV決 

BV準１ 


