
〔シングルス〕

開催日：11月28日（日） 予備日：12月5日　12月12日

【試合方式】
■全試合　6ゲーム先取ノーアド

■男一般・女一般・女壮…予選リーグ後、1位トーナメント

※予選リーグが欠場により2組になった場合、8ゲーム先取ノーアド

■男壮・男ベテラン…予選☆後、1・2位トーナメント

( 11 名）
集合時間：　 ８：４５まで

【１位トーナメント】

1-1 (ゆ-&me) 太田　友徳

３-1
(TOUR-
STAGE） 坂本　雅俊

２-1
(TOUR-
STAGE） 杉浦　敬

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
太田　友徳 岩下　紀之 松永　仁 大石　純生

一般 1 (ゆ-&me) 太田　友徳 ６　１ ６　１ 1

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 岩下　紀之 １　６ ２　６ 3

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 松永　仁 １　６ ６　　２ 2

2へ移動 (ゆ-&me) 大石　純生

伊藤　輝 大塚　慎治 武井　悠真 坂本　雅俊 順位

一般 3 (ゆ-&me) 伊藤　輝 (W.O) ６　１ ５　６ 2

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 大塚　慎治 (W.D) (W.D) (W.D) 4

(ｱｸﾃｨﾌﾞ) 武井　悠真 １　６ (W.O) ０　６ 3

(TOUR-
STAGE） 坂本　雅俊 ６　５ (W.O) ６　０ 1

杉浦　敬 岡田　陽丞 菅原　秀治 大石　純生 順位

一般 2
(TOUR-
STAGE） 杉浦　敬 (W.O) ６　２ ６　２ 1

(ゆ-&me) 岡田　陽丞 (W.D) (W.D) (W.D) 4

(ﾌﾘｰC) 菅原　秀治 ２　６ (W.O) ６　３ 2

(ゆ-&me) 大石　純生 ２　６ (W.O) ３　６ 3
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  男子　（一般クラス）

一般

一般準 
 

６４ 

６２ 

太田 



( 3 名）
集合時間： 　１０：００までに

決勝ﾘｰｸﾞ

　8ゲーム先取ノーアド 大場　朝子 古谷　教子 山口　優子 順位

壮 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大場　朝子 ２６　３６ (W.O) 2

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 古谷　教子 ６２　６３ (W.O) 1

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 山口　優子 (W.D) (W.D) 3

( 6 名）
集合時間： 　１０：００までに

予選ﾘｰｸﾞ 2

【１位トーナメント】

1-1 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 今尾　幸子

２-1 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 植松　智美

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

リーグ
今尾　幸子 坂本　美佐子 紙谷　亜彩未 順位

一般 1 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 今尾　幸子 ６　０ ６　３ 1

(TOUR
-STAGE) 坂本　美佐子 ０　６ ６　３ 2

(ｱｸﾃｨﾌﾞ) 紙谷　亜彩未 ６　３ ６　３ 3

寺田　智美 植松　智美 内藤　巴海 順位

一般 2 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 寺田　智美 ６　８ (W.O) 2

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 植松　智美 ８　６ (W.O) 1

(ｱｸﾃｨﾌﾞ) 内藤　巴海 (W.D) (W.D) 3

  女子　（壮年クラス）

  女子　（一般クラス）

一般決 

６４ 

植松 



( 7 名）
集合時間：　 ８：４５まで

【１位トーナメント】

1-1 (ゆ-&me) 楯　與広

２-1 (ゆ-&me) 大岩　正夫

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

リーグ
大山　涼 楯　與広 堀内　秀樹 野口　照夫 順位

壮 1 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大山　涼 ２　６ (W.O) ６　０ 2

(ゆ-&me) 楯　與広 ６　２ (W.O) ６　２ 1

(ゆ-&me) 堀内　秀樹 (W.D) (W.D) (W.D) 4

(ゆ-&me) 野口　照夫 ０　６ ２　６ (W.O) 3

吉留　隆幸 杉島　政夫 大岩　正夫 野口　照夫 順位

壮 2 (ゆ-&me) 吉留　隆幸 ６　０ １　６ 2

(ｱｸﾃｨﾌﾞ) 杉島　政夫 ０　６ ０　６ 3

(ゆ-&me) 大岩　正夫 ６　１ ６　０　 1

1へ移動 (ゆ-&me) 野口　照夫

( 7 名）
集合時間：　 ８：４５まで

【１位トーナメント】

1-1 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 高塚　和範

２-1 (一般) 林　孝

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

リーグ
大場　之博 林　憲次 高塚　和範 順位

V 1 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大場　之博 ４　６ ６　５ 2

(SLTC) 林　憲次 ６　４ １　６ 3

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 高塚　和範 ５　６ ６　１ 1

菅ケ谷　暢康 深澤　秀夫 田中　邦夫 林　孝 順位

V 2 (フリーC) 菅ケ谷　暢康 ６　２ (W.O) ０　６ 2

(SLTC) 深澤　秀夫 ２　６ (W.O) １　６ 3

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 田中　邦夫 (W.D) (W.D) (W.D) 4

(一般) 林　孝 ６　０ ６　１ (W.O) 1

 男子　（壮年）

 男子　（ベテラン）

V決 

壮決 
楯 

林 

６５ 

６０ 


