
ブロックコート NO． 氏名 所属 氏名 所属 松村 宗一、小林 圭一郎 河野 隆信、遠藤 信一 大江 皐貴、浦田 健人 庄野 嘉高、山本 克実 池内 亮男、冨田 幸宏 勝敗 ゲーム数計 順位

1 松村 宗一 ザウルス 小林 圭一郎 ザウルス ６－５ ６－０ ２－０ －　＝ 2 Ｔ５－７

2 河野 隆信 オーラショット 遠藤 信一 オーラショット ５－６ ０－６ ０－２ ５－１２＝△７ 4

3 大江 皐貴 フライハイト 浦田 健人 フライハイト ６－０ ６－１ ２－０ －　＝ 1 Ｔ７－５

4 庄野 嘉高 メイユール 山本 克実 けみはま １－６ ６－１ １－１ －　＝ 3 、

5 池内 亮男 Gテニス 冨田 幸宏 志津ソラーレ ０－６ １－６ ０－２ 1－12＝△１１ 5

ブロックコート NO． 氏名 所属 氏名 所属 小町 武史、難波 寿明 田中 英樹、本田 幸男 盛島 大樹、岡田 翼 ⾧谷部 晋、朝倉 正裕 吉沢 隆史、楠 貴博 勝敗 ゲーム数計 順位

6 小町 武史 てにぽん 難波 寿明 てにぽん ４－６ ３－６ ０－２ ７－１２＝△５ 4

7 田中 英樹 けみはま 本田 幸男 けみはま ６－４ ３－６ １－１ －　＝ 3

8 盛島 大樹 フライハイト 岡田 翼 Leekys ６－３ ６－１ ２－０ －　＝ 1 Ｔ７－５

9 ⾧谷部 晋 coco tennis 朝倉 正裕 coco tennis １－６ ０－６ ０－２ 1－12＝△１１ 5

10 吉沢 隆史 PTC 楠 貴博 PTC ６－３ ６－０ ２－０ －　＝ 2 Ｔ５－７

ブロックコート NO． 氏名 所属 氏名 所属 石附 裕一郎、佐野 徳之 関 智史、桝井 達哉 仁木 秀行、村岡 誠 青野 陽介、水迫 一樹 高木 由則、熊谷 健児 勝敗 ゲーム数計 順位

11 石附 裕一郎 雪組 佐野 徳之 雪組 ６－１ ６－３ ２－０ －　＝ 1

12 関 智史 day off 桝井 達哉 フリー １－６ ６－５ １－１ ７－１１＝△４ 4

13 仁木 秀行 オーラショット 村岡 誠 オーラショット ５－６ ６－０ １－１ １１－６＝５ 2

14 青野 陽介 coco tennis 水迫 一樹 coco tennis ０－６ ４－６ ０－２ －　＝ 5

15 高木 由則 MPZ 熊谷 健児 MPZ ３－６ ６－４ １－１ ９－１０＝△１ 3

ブロックコート NO． 氏名 所属 氏名 所属 鮫島 克章、簗取 博孝 天尾 幸司、橋本 敬多 阿部 忍、東 大介 礪波 直人、小西 広司 西川 正夫、伊東 秀史 勝敗 ゲーム数計 順位

16 鮫島 克章 チーム飛鳥 簗取 博孝 チーム飛鳥 ２－６ ６－１ １－１ ８－７＝１ 3

17 天尾 幸司 NIKKI 橋本 敬多 NIKKI ６－２ ６－５ ２－０ －　＝ 1

18 阿部 忍 志津ソラーレ 東 大介 オーラショット ５－６ ６－５ １－１ １１－１１＝０ 4

19 礪波 直人 けみはま 小西 広司 けみはま ５－６ ６－２ １－２ １１－８＝３ 2

20 西川 正夫 ヴィルフォーレ 伊東 秀史 ヴィルフォーレ １－６ ２－６ ０－２ －　＝ 5

B

Ｃ 3

リーグ戦　　試合順序：１６・１７⇒１８・１９⇒２０・１６⇒１７・１８⇒１９・２０で。

A

リーグ戦　　試合順序：１・２⇒３・４⇒５・１⇒２・３⇒４・５で。

1

リーグ戦　　試合順序：６・７⇒８・９⇒１０・６⇒７・８⇒９・１０で。

2

リーグ戦　　試合順序：１１・１２⇒１３・１４⇒１５・１１⇒１２・１３⇒１４・１５で。

Ｄ 4



ブロックコート NO． 氏名 所属 氏名 所属 中村 辰雄、武藤 英人 吉原 朋征、荒川 雄一郎 大野 和宏、木村 温和 五十嵐 武司、鷺谷 將 林 重行、青柳 俊一 勝敗 ゲーム数計 順位

21 中村 辰雄 Valentino46 武藤 英人 Valentino46 ４－６ ６－３ １－１ １０－９＝１ 3

22 吉原 朋征 ブラックソックス 荒川 雄一郎 フリー ６－４ １－６ １－１ ７－１０＝△３ 4

23 大野 和宏 けみはま 木村 温和 オーラショット ６－１ ６－５ ２－０ －　＝ 1

24 五十嵐 武司 フリー 鷺谷 將 フリー ５－６ ０－６ ０－２ －　＝ 5

25 林 重行 TMC Plus 青柳 俊一 TMC Plus ３－６ ６－０ １－１ ９－６＝３ 2

ブロックコート NO． 氏名 所属 氏名 所属 中村 克彦、中村 琉生 奥田 光揮、三浦 玲央樹 三浦 雅也、澤田 俊博 石割 司悠、酒田 繁樹 浅野 暁、小松 慶 勝敗 ゲーム数計 順位

26 中村 克彦 インフィニティ 中村 琉生 インフィニティ ４－６ ３－６ ０－２ －　＝ 5

27 奥田 光揮 フライハイト 三浦 玲央樹 フリー ６－４ ２－６ １－１ ８－１０＝△２ 3

28 三浦 雅也 QUATTRO 澤田 俊博 QUATTRO ６－２ ６－０ ２－０ －　＝ 1

29 石割 司悠 フリー 酒田 繁樹 フリー ０－６ ６－４ １－１ ６－１０＝△４ 4

30 浅野 暁 TMC Plus 小松 慶 TMC Plus ６－３ ４－６ １－１ １０－９＝１ 2

ブロックコート NO． 氏名 所属 氏名 所属 谷口 宏隆、土屋 憲旦　 百瀬 孝裕、吉田 匡邦 齋藤 悠、岩崎  一真 三上 尋風、田中 輝 加瀬 雄大、小針 拓視 勝敗 ゲーム数計 順位

31 谷口 宏隆 フィフス 土屋 憲旦　 フィフス ６－１ ６－３ ２－０ １２－４＝８ 2

32 百瀬 孝裕 TMP team. 吉田 匡邦 TMP team. １－６ １－６ ０－２ ２－１２＝△１０ 5

33 齋藤 悠 Ｇテニス 岩崎  一真 Ｇテニス ６－１ ６－１ ２－０ １２－２＝１０ 1

34 三上 尋風 フリー 田中 輝 フリー １－６ ６－５ １－１ －　＝ 3

35 加瀬 雄大 coco tennis 小針 拓視 coco tennis ３－６ ５－６ ０－２ ８－１２＝△４ 4

ブロックコート NO． 氏名 所属 氏名 所属 櫻川 浩、グェン カン フイ 鈴木 義隆、大塚 典英 吉川 裕樹、酒井 真大 杉本 雅司、鈴木 敦史 勝敗 ゲーム数計 順位

36 櫻川 浩 eST グェン カン フイ eST ０－６ ２－６ ０－２ －　＝ 4

37 鈴木 義隆 ブラックソックス 大塚 典英 ブラックソックス ６－０ ３－６ １－１ ９－６＝３ 2

38 吉川 裕樹 フライハイト 酒井 真大 フリー ６－２ ２－６ １－１ ８－８＝０ 3

39 杉本 雅司 Ｇテニス 鈴木 敦史 Ｇテニス ６－３ ６－２ ２－０ －　＝ 1

リーグ戦　　試合順序：２６・２７⇒２８・２９⇒３０・２６⇒２７・２８⇒２９・３０で。

リーグ戦　　試合順序：２１・２２⇒２３・２４⇒２５・２１⇒２２・２３⇒２４・２５で。

Ｅ 5

Ｈ 8

Ｆ 6

リーグ戦　　試合順序：３１・３２⇒３３・３４⇒３５・３１⇒３２・３３⇒３４・３５で。

Ｇ 7

リーグ戦　　試合順序：３６・３７⇒３８・３９⇒３６・３８⇒３７・３９で。


