
Aグループ Bグループ Cグループ Dグループ
1 島　村 伊　藤 芦　野 都　丸 ◎リーダー

2 川上（慎） 阿　曽 井　上 吉　澤

3 稲　辺 榛　地 芳賀（敏） 小林（弘）

4 青　木 川上（謙） 石丸（哲） 谷　島

5 鈴木（邦） 若　林 佐藤（壮） 井手上

6 佐藤（真） 榎本（充） 柴　崎 葭岡（博）

7 土佐（秀） 菊　地 岸　根

8 大河内 山　口 桑　畑 龍　野 ○サブリーダー

9 葭岡（栄） 小林（邦） 堀　谷 有川（真）

10 芳賀（奈） 小林（洋） 加　納 川上（順）

11 渡　邉 新　倉 吉　田 榎本（薫）

12 石丸（洋） 土佐（尚） 鈴木（香） 梶　山

13 高　橋 佐藤（彩） 高　野

男子7名 男子7名 男子6名 男子5名 　　※６名欠席のため

女子5名 女子5名 女子4名 女子5名 　　　メンバーを一部変更しました

◆１対戦につき、コート３面使用

◆対戦内容（ダブルス）

◇男子ペア …　４試合　　⇒ ６ゲーム先取（セミ・ノーアド）

◇女子ペア …　３試合　　⇒ ４ゲーム先取（セミ・ノーアド）

◇ミックスペア …　７試合　　⇒ ４ゲーム先取（セミ・ノーアド）

※ 計１４試合の勝敗数によりグループ対抗勝ち負けを決める

■対戦順

　 第１対戦 ◇Aグループ　対　Dグループ ９：１５～

◇Bグループ　対　Cグループ 11：45

第２対戦 ◇Aグループ　対　Cグループ 11：45～

◇Bグループ　対　Dグループ １4：15

第３対戦 ◇Aグループ　対　Bグループ １4：15～

◇Cグループ　対　Dグループ １6：45

　  　男子ペア　 　　 30分（１試合）　×　４試合　/　３面　＝　約１時間

　  　女子ペア　　　  ２0分（１試合）　×　３試合　/　３面　＝　約２０分

　  　ミックスペア　  ２０分（１試合）　×　７試合　/　３面　＝　約１時間

　　　　　　　　２時間３０分以内で終了予定

■リーグ表

× ○ ×

３－８ ７－４ ４－１０

○ ○ ×

８－３ ８－６ ５－６

× × ×

４－７ ６－８ ２－６

○ ○ ○

１０－４ ６－５ ６－２

Cグループ

Dグループ

◆対戦内容　・　対戦順　・　リーグ表　　　　　

◆団体戦　　50名　　（13名×４チーム）

男
　
子

女
　
子

Aグループ Bグループ Cグループ Dグループ 勝　敗 順位

Aグループ
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１－２
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０－３

３

２

４

３－０ １



※対戦表の組み合わせは事前に作成済み。赤字の名前は欠席が出たために変更。

チーム名 Ａグループ Ｄグループ Ｂグループ Ｃグループ

名　　前 名　　前 名　　前 名　　前

1 男子１ 川上（慎） 都　丸 阿　曽 芦　野

青　木 谷　島 川上（謙） 石丸（哲）

2 男子２ 土佐（秀） 井出上 菊　地 柴　崎

稲　辺 小林（弘） 榛　地 芳賀（敏）

3 男子３ 佐藤（真） 谷　島 榎本（充） 柴　崎

川上（慎） 吉　澤 阿　曽 井　上

4 男子４ 鈴木（邦） 井出上 若　林 佐藤（壮）

リーダー対決　 島　村 都　丸 伊　藤 芦　野

5 女子１ 石丸（洋） 高　野 榎本（薫） 佐藤（彩）

芳賀（奈） 川上（順） 小林(邦） 桑　畑

6 女子２ 石丸（洋） 梶　山 土佐（尚） 鈴木（香）

堀　谷 有川（真） 小林(邦） 桑　畑

7 女子３ 渡　邉 川上（順） 小林(洋） 吉　田

サブリーダー対決　 大河内 龍　野 山　口 桑　畑

8 ミックス１ 大河内 川上（順） 山　口 佐藤（彩）

土佐（秀） 井出上 菊　地 石丸（哲）

9 ミックス２ 石丸（洋） 高　野 土佐（尚） 佐藤（彩）

佐藤（真） 井出上 榎本（充） 佐藤（壮）

10 ミックス３ 石丸（洋） 梶　山 小林(洋） 鈴木（香）

鈴木（邦） 谷　島 若　林 柴　崎

11 ミックス４ 芳賀（奈） 有川（真） 小林(洋） 吉　田

青　木 小林（弘） 川上（謙） 芳賀（敏）

12 ミックス５ 渡　邉 川上（順） 榎本（薫） 柴　崎

稲　辺 谷　島 榛　地 石丸（哲）

13 ミックス６ 大河内 有川（真） 山　口 吉　田

川上（慎） 都　丸 阿　曽 芦　野

14 ミックス７ 堀　谷 龍　野 小林(邦） 桑　畑

島　村 吉　澤 伊　藤 井　上

対　　戦　　表
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チーム名 Ａグループ Ｃグループ Ｂグループ Ｄグループ

名　　前 名　　前 名　　前 名　　前

1 男子１ 島　村 井　上 榛　地 吉　澤

土佐（秀） 石丸（哲） 菊　地 井出上

2 男子２ 佐藤（真） 柴　崎 榎本（充） 谷　島

鈴木（邦） 井　上 若　林 井出上

3 男子３ 青　木 石丸（哲） 川上（謙） 谷　島

稲　辺 芳賀（敏） 榛　地 小林（弘）

4 男子４ 川上（慎） 井　上 阿　曽 吉　澤

リーダー対決　 島　村 芦　野 伊　藤 都　丸

5 女子１ 高　橋 佐藤（彩） 小林(洋） 高　野

石丸（洋） 鈴木（香） 土佐（尚） 梶　山

6 女子２ 渡　邉 吉　田 新　倉 榎本（薫）

芳賀（奈） 加　納 小林(洋） 川上（順）

7 女子３ 葭岡（栄） 堀　谷 小林(邦） 有川（真）

サブリーダー対決　 大河内 桑　畑 山　口 龍　野

8 ミックス１ 芳賀（奈） 桑　畑 小林(洋） 龍　野

土佐（秀） 柴　崎 菊　地 小林（弘）

9 ミックス２ 渡　邉 佐藤（彩） 土佐（尚） 高　野

佐藤（真） 佐藤（壮） 榎本（充） 井出上

10 ミックス３ 石丸（洋） 鈴木（香） 土佐（尚） 梶　山

鈴木（邦） 芳賀（敏） 若　林 谷　島

11 ミックス４ 大河内 吉　田 小林(邦） 有川（真）

青　木 井　上 川上（謙） 吉　澤

12 ミックス５ 大河内 佐藤（彩） 山　口 川上（順）

稲　辺 芦　野 榛　地 都　丸

13 ミックス６ 渡　邉 鈴木（香） 榎本（薫） 有川（真）

川上（慎） 石丸（哲） 阿　曽 谷　島

14 ミックス７ 芳賀（奈） 桑　畑 小林(洋） 龍　野

島　村 芳賀（敏） 伊　藤 小林（弘）

対　　戦　　表
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チーム名 Ａグループ Ｂグループ Ｃグループ Ｄグループ

名　　前 名　　前 名　　前 名　　前

1 男子１ 稲　辺 伊　藤 井　上 小林（弘）

佐藤（真） 榎本（充） 柴　崎 葭岡（博）

2 男子２ 土佐（秀） 菊　地 芦　野 都　丸

鈴木（邦） 若　林 柴　崎 井出上

3 男子３ 青　木 川上（謙） 石丸（哲） 谷　島

川上（慎） 阿　曽 井　上 吉　澤

4 男子４ 稲　辺 榛　地 井　上 小林（弘）

リーダー対決　 島　村 伊　藤 芦　野 都　丸

5 女子１ 高　橋 土佐（尚） 佐藤（彩） 高　野

渡　邉 新　倉 吉　田 榎本（薫）

6 女子２ 石丸（洋） 土佐（尚） 鈴木（香） 梶　山

葭岡（栄） 小林(邦） 堀　谷 有川（真）

7 女子３ 芳賀（奈） 小林(洋） 加　納 川上（順）

サブリーダー対決　 大河内 山　口 桑　畑 龍　野

8 ミックス１ 渡　邉 小林(邦） 堀　谷 龍　野

土佐（秀） 菊　地 岸　根 葭岡（博）

9 ミックス２ 堀　谷 山　口 佐藤（彩） 高　野

佐藤（真） 榎本（充） 柴　崎 龍　野

10 ミックス３ 石丸（洋） 土佐（尚） 鈴木（香） 梶　山

鈴木（邦） 若　林 柴　崎 井出上

11 ミックス４ 渡　邉 榎本（薫） 鈴木（香） 龍　野

青　木 川上（謙） 石丸（哲） 谷　島

12 ミックス５ 芳賀（奈） 小林(洋） 吉　田 川上（順）

稲　辺 榛　地 芳賀（敏） 小林（弘）

13 ミックス６ 堀　谷 小林(邦） 桑　畑 有川（真）

川上（慎） 阿　曽 井　上 吉　澤

14 ミックス７ 大河内 山　口 桑　畑 龍　野

島　村 伊　藤 芦　野 都　丸
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