
〔ミックスダブルス〕〔ミックスダブルス〕〔ミックスダブルス〕〔ミックスダブルス〕

開催日：１０月１１日（日）

( 13 ﾍﾟｱ） 受付時間：　 受付時間：　 受付時間：　 受付時間：　  全員　８  ： ４５までに 全員　８  ： ４５までに 全員　８  ： ４５までに 全員　８  ： ４５までに

予選ｸﾞﾙｰﾌﾟ 4444

1-11-11-11-1 (ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 越村　　章 (ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 韮沢　寿美子

3-2 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大場　之博 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大場　朝子

4-14-14-14-1 (ゆ-&Me) 岩本　達也 (MAC) 加藤　晶子

2-2 (MAC) 工藤　秀樹 (ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 越村　美奈子

2-12-12-12-1 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 新井　伸吾 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 新井　悦子

4-2 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 鈴木　荘右 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 鈴木　みのり

3-13-13-13-1
(TOUR

-STAGE) 坂本　雅俊
(TOUR

-STAGE) 植竹　麻耶

1-2 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 大貫　　潤 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 小田　智子

ﾘｰｸﾞ 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

越村 韮沢 石原 梅澤 大貫 小田

A 1A 1A 1A 1 (ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 越村　　章 (ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 韮沢　寿美子

(ゆ-&Me) 石原　翔太 (ゆ-&Me) 梅澤　智美

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 大貫　　潤 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 小田　智子

菅ヶ谷 鶴田 鈴木 鈴木 岩本 加藤 関谷 関谷

A 4A 4A 4A 4 (ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 菅ヶ谷　暢康 (ﾄｯﾊﾟﾝ) 鶴田　智子

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 鈴木　荘右 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 鈴木　みのり

(ゆ-&Me) 岩本　達也 (MAC) 加藤　晶子

(一般) 関谷　　貢 (一般) 関谷　彩希

新井 新井 中野 前田 工藤 越村

A 2A 2A 2A 2 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 新井　伸吾 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 新井　悦子

(ゆ-&Me) 中野　哲也 (ゆ-&Me) 前田　かおり

(MAC) 工藤　秀樹 (ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 越村　美奈子

坂本 植竹 梅澤 谷田部 大場 大場

A 3A 3A 3A 3
(TOUR

-STAGE) 坂本　雅俊
(TOUR

-STAGE) 植竹　麻耶

(ゆ-&Me) 梅澤　美昭 (ゆ-&Me) 谷田部　美紀

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大場　之博 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大場　朝子

【親善試合】

(ゆ-&Me) 石原　翔太 (ゆ-&Me) 梅澤　智美

(ゆ-&Me) 中野　哲也 (ゆ-&Me) 前田　かおり

(ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 菅ヶ谷　暢康 (ﾄｯﾊﾟﾝ) 鶴田　智子

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大場　之博 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大場　朝子

順位

順位

順位

順位

6-26-26-26-2 6-36-36-36-3

6-06-06-06-0

5-6 3-6 6-16-16-16-1

6-36-36-36-3

6-06-06-06-0

6-46-46-46-4

1-6 0-6

3-6 6-56-56-56-5

3-6

0-6

２０１５年 幸 手 市 市 民 大 会２０１５年 幸 手 市 市 民 大 会２０１５年 幸 手 市 市 民 大 会２０１５年 幸 手 市 市 民 大 会

 ミックス　D（一般） ミックス　D（一般） ミックス　D（一般） ミックス　D（一般）

0-6

6-06-06-06-0

6-06-06-06-0

6-06-06-06-0

0-60-6

6-16-16-16-1

6-16-16-16-11-6

1-6

2-6

6-36-36-36-3

4-6

6-56-56-56-5

5-6

1111

3333

2222

1111

3333

2222

1111

3333

2222

2222

1111

4444

3333

新井　伸吾新井　伸吾新井　伸吾新井　伸吾
新井　悦子新井　悦子新井　悦子新井　悦子

A決

Ａ１３

Ａ１４

A準２

Ａ１１

Ａ１２

A準１

6-0

6-4

6-0

6-0

6-0

6-4

6-4

6-4

6-3



( 12 ﾍﾟｱ） 受付時間：　 受付時間：　 受付時間：　 受付時間：　  全員　８  ： ４５までに 全員　８  ： ４５までに 全員　８  ： ４５までに 全員　８  ： ４５までに

予選ｸﾞﾙｰﾌﾟ 3333

1-11-11-11-1 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 松村　弘之 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 照井　照子

2-2 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 岡　　和之 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 廣津　満佐美

3-2 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 近藤　一之 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 阿部　美奈子

2-12-12-12-1 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 伊藤　幸治 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 田浦　弘美

3-13-13-13-1 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 飯村　　高 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 飯村　純子

1-2 (ｱﾄﾞﾊﾞﾝ) 小林　秀夫 (ｱﾄﾞﾊﾞﾝ) 大場　美智子

ﾘｰｸﾞ 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

小林 大場 松村 照井 葛城 葛城 岩瀬 本谷

壮１壮１壮１壮１ (ｱﾄﾞﾊﾞﾝ) 小林　秀夫 (ｱﾄﾞﾊﾞﾝ) 大場　美智子

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 松村　弘之 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 照井　照子

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 葛城　秀昭 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 葛城　知恵子

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 岩瀬　敏雄 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 本谷　裕美子

岡 廣津 利澤 葛谷 伊藤 田浦 後上 後上

壮2壮2壮2壮2 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 岡　　和之 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 廣津　満佐美

(ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ) 利澤　祐司 (ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ) 葛谷　深雪

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 伊藤　幸治 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 田浦　弘美

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 後上　成樹 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 後上　幸子

佐藤 増田 手塚 木村 飯村 飯村 近藤 阿部

壮3壮3壮3壮3 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 佐藤　秀高 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 増田　美智子

(ｱｸﾃｨﾌﾞ) 手塚　公二 (ｱｸﾃｨﾌﾞ) 木村　みゆき

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 飯村　　高 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 飯村　純子

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 近藤　一之 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 阿部　美奈子

( 5 ﾍﾟｱ）
受付時間：　 受付時間：　 受付時間：　 受付時間：　  全員　１０：００までに 全員　１０：００までに 全員　１０：００までに 全員　１０：００までに

予選ｸﾞﾙｰﾌﾟ 1111

ﾘｰｸﾞ 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

杉浦 杉浦 滝澤 滝澤 大山 松崎 遠藤 森田 奥山 小泉

VVVV (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 杉浦　　順 (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 杉浦　百合子

(ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ) 滝澤　正則 (ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ) 滝澤　弘子

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大山　英夫 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 松崎　ゆり子

(ｱｸﾃｨﾌﾞ) 遠藤　淳美 (ｱｸﾃｨﾌﾞ) 森田　チズ子

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 奥山　貴市 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 小泉　登美子

6-16-16-16-1

3-6 6-16-16-16-1 2-6 6-16-16-16-1

3-6 6-16-16-16-1 1-6 1-6

順位

6-06-06-06-0 3-6 6-36-36-36-3 6-36-36-36-3

0-6 1-6 1-6 1-6 5555

6-36-36-36-3 6-16-16-16-1 6-26-26-26-2

順位

順位

6-56-56-56-5

0-6 3-6

 ミックス　D（ベテラン） ミックス　D（ベテラン） ミックス　D（ベテラン） ミックス　D（ベテラン）

3-6 3-6

6-36-36-36-3 6-26-26-26-2 5-6

順位

 ミックス　D（壮年） ミックス　D（壮年） ミックス　D（壮年） ミックス　D（壮年）

2222

1111

4444

3333

2222

3333

1111

4444

3333

4444

1111

2222

6-06-06-06-0

1-6

1-6

2-6 6-06-06-06-0

6-16-16-16-1

6-26-26-26-2

6-26-26-26-2

0-6

1-6 1-6

1-6

6-16-16-16-1

2-6

2-6

6-46-46-46-4

6-46-46-46-4

4-6

4-6

6-36-36-36-3

6-16-16-16-1

6-16-16-16-1

6-16-16-16-1

2222

1111

3333

4444

飯村　　高飯村　　高飯村　　高飯村　　高
飯村　純子飯村　純子飯村　純子飯村　純子

6-36-36-36-3 6-56-56-56-56-46-46-46-4

4-65-6

壮決

壮準２

壮１１

壮１２

壮準１

(5)

6-3

7-6

6-2

6-4

6-2


