
〔シングルス〕

開催日：１０月１３日（日） （試合形式） 予選リーグ；６ゲーム先取・ノーアド

予備日：１０月２０、２７日（日） 1位トーナメント；６ゲーム先取・ノーアド

( 4 名） 受付時間：　  全員　８  ： ４５までに

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　英夫 金津　政孝 岩本　達夫 大石　修二

壮 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大山　英夫 61 (WO) 16 2

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 金津　政孝 16 (WO) 06 3

(ゆ-&Me) 岩本　達夫 (WD) (WD) (WD) 4

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大石　修二 61 60 (WO) 1

( 20 名）
受付時間：　  全員　８  ： ４５までに

予選ｸﾞﾙｰﾌﾟ 6

【１位トーナメント】 （６ゲーム先取・ノーアド）

1-1 (TOUR
-STAGE) 植竹　友彦

5-1 (ゆ-&Me) 伊藤　　輝

4-1 (ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 越村　　章

            植竹

6-1 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大山　涼

3-1 (ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 佐藤　正幸

2-1 (ｱｸﾃｨﾌﾞ) 杉崎　諒太

２０１９年 幸 手 市 市 民 大 会

  男子　Ｓ（一般）

  男子　Ｓ（壮年）

Ａ１２

Ａ１１

A３決

A準１

A準２

６０

６１

６4

６2

６2



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

植竹　友彦 多鹿　大輔 岡元　博明

A 1
(TOUR

-STAGE) 植竹　友彦 61 62 1

(ゆ-&Me) 多鹿　大輔 16 56 3

(ゆ-&Me) 岡元　博明 26 65 2

伊藤　　輝 星屋　譲 竹内　達彦 順位

A 5 (ゆ-&Me) 伊藤　　輝 60 64 1

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 星屋　譲 06 06 3

(ゆ-&Me) 竹内　達彦 46 60 2

(TOUR
-STAGE) 小川　隆 (WD) (WD) (WD) 4

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 深津　博樹 (WD) (WD) (WD) 4

越村　　章 大石　純生 佐藤　浩一 順位

A 4 (ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 越村　　章 62 60 1

(ゆ-&Me) 大石　純生 26 61 2

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 佐藤　浩一 06 16 3

菅原　秀治 吉留　隆幸 大山　涼 順位

A 6 (ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 菅原　秀治 56 06 3

(ゆ-&Me) 吉留　隆幸 65 16 2

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大山　涼 60 61 1

太田　友徳 大塚　慎治 佐藤　正幸 順位

A 3 (ゆ-&Me) 太田　友徳 61 64 2

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 大塚　慎治 16 06 3

(ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 佐藤　正幸 64 60 1

杉浦　敬 與澤　正則 杉崎　諒太 順位

A 2
(TOUR

-STAGE) 杉浦　敬 46 36 3

(ゆ-&Me) 與澤　正則 64 36 2

(ｱｸﾃｨﾌﾞ) 杉崎　諒太 63 63 1

  男子　Ｓ（一般）



( 11 名） 受付時間：　  全員　８  ： ４５までに

予選ｸﾞﾙｰﾌﾟ 3

【１位トーナメント】 （６ゲーム先取・ノーアド）

1-1 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 堀越　敏之

　　　　　堀越

3-1 (ゆ-&Me) 岩本　正夫

2-1 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大場　之博

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

堀越　敏之 伊藤　敏明 田村　稔 齋藤　博

V 1 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 堀越　敏之 60 (WO) 60 1

(ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 伊藤　敏明 6 (WO) 64 2

(ｱｸﾃｨﾌﾞ) 田村　稔 (WD) (WD) (WD) 4

(ＳＬＴＣ) 齋藤　博 06 46 (WO) 3

岩本　正夫 浜田　光麓 小林　賢三 順位

V 3 (ゆ-&Me) 岩本　正夫 63 63 1

(ＳＬＴＣ) 浜田　光麓 36 26 3

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 小林　賢三 36 62 2

大場　之博 古澤　孝治 林　憲次 斉藤　陽一 順位

V 2 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大場　之博 (WO) 62 62 1

(ｱｸﾃｨﾌﾞ) 古澤　孝治 (WD) (WD) (WD) 4

(ＳＬＴＣ) 林　憲次 26 (WO) 62 2

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 斉藤　陽一 26 (WO) 26 3

  男子　Ｓ（ベテラン）

V準１

V決１

６0

６2



  女子　Ｓ（一般） ( 7 名）
受付時間：　  全員　１０：３０までに

予選ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2

1-1 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 鈴木　みのり

　　　　　鈴木

2-1 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 田島　麻里子

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

鈴木　みのり 高田　裕美子 飯塚　夏希

Ａ 1 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 鈴木　みのり (WO) 60 60 1

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 高田　裕美子 (WD) (WD) 3

(ｱｸﾃｨﾌﾞ) 飯塚　夏希 06 06 (WO) 2

今尾　幸子 坂本　都子 大場　朝子 田島　麻里子 順位

Ａ 2 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 今尾　幸子 (WD) (WD) (WD) 4

(ゆ-&Me) 坂本　都子 (WO) 65 06 2

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大場　朝子 (WO) 56 36 3

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 田島　麻里子 (WO) 60 63 1

  女子　Ｓ（壮年） ( 3 名）
受付時間：　  全員　１０：３０までに

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 順位

関根　美香 東　久美子 古屋　教子

壮 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 関根　美香 (WD) (WD) －

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 東　久美子 60 60 1

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 古屋　教子 (WD) (WD) －

A決

６１


