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　　【　優勝 ： 髙　・　山内　】 【　準優勝 ： 宮﨑 ・ 山川　】
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下川 石田 高間
鈴木 春日井 伊東

下川 ６－５ ２－６
鈴木 ○
石田 ５－６ ３－６

春日井
高間 ６－２ ６－３
伊東 ○ ○

B－１位 後藤 ・高橋

C－１位 髙 ・山内

ダブルス ・ エントリークラス （4月）

平成28年4月25日 開催

■  決勝トーナメント

□　１位トーナメント（決勝：ノーアド１セットマッチ）

Ａ－１位 並木 ・田光
【　優勝　】

D－１位 宮﨑 ・山川
髙 ・ 山内

B－２位 南 ・荻山

C－２位 風斗 ・福田

■　３位トーナメント

■　２位トーナメント

Ａ－２位 佐藤 ・藤井

D－２位 小林 ・市橋

C－３位 佐藤 ・小原

■　４位リーグ

勝敗

Ａ－３位 熊原 ・木村

D－３位 千葉 ・高垣

B－３位 平岡 ・今井

C－４位 ２－０

Ａ－４位 １－１

B－４位 ０－２
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■ 予選リーグ （ノーアド６ゲーム先取）

熊原 並木 佐藤 下川
木村 田光 藤井 鈴木

熊原 ３－６ １－６ ６－１
木村 ○
並木 ６－３ ６－３ ６－１
田光 ○ ○ ○
佐藤 ６－１ ３－６ ６－２
藤井 ○ ○
下川 １－６ １－６ ２－６
鈴木

南 石田 後藤 平岡
荻山 春日井 高橋 今井

南 ６－３ １－６ ６－３ ２－１
荻山 ○ ○ （＋１）

石田 ３－６ ４－６ ６－５ １－２
春日井 ○ （－４）

後藤 ６－１ ６－４ ５－６ ２－１
高橋 ○ ○ （＋６）

平岡 ３－６ ５－６ ６－５ １－２
今井 ○ （－３）

佐藤 風斗 髙 高間
小原 福田 山内 伊東

佐藤 ２－６ ５－６ ６－４
小原 ○
風斗 ６－２ ３－６ ６－２
福田 ○ ○
髙 ６－５ ６－３ ６－３

山内 ○ ○ ○
高間 ４－６ ２－６ ３－６
伊東

千葉 小林 宮﨑
高垣 市橋 山川

千葉 １－８ １－８
高垣
小林 ８－１ ２－８
市橋 ○
宮﨑 ８－１ ８－２
山川 ○ ○

■ エントリーリスト
熊原（フリー） 佐藤（F10） 田光（シンポウ）
木村（フリー） 藤井（フリー） 並木（シンポウ）

下川（富士見台TS） 南（フリー） 石田（BG）
鈴木（富士見台TS） 荻山（フリー） 春日井（BG）

後藤（コートピア大泉） 平岡（東台TC） 佐藤（フリー）
高橋（シンポウ） 今井（タウンテニス） 小原（フリー）

風斗（MTS） 髙（フリー） 高間（フリー）
福田（MTS） 山内（フリー） 伊東（フリー）

千葉（コートピア大泉） 小林（桜田クラブ） 宮﨑（MTS）
高垣（コートピア大泉） 市橋（東台テニス） 山川（MTS）
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２－１ ２位

０－３ ４位

順位

１－２ ３位

３－０ １位

４位

１位

３位

Bブロック 勝敗 順位

２位

２－０ １位

Dブロック 勝敗 順位

０－２ ３位

Cブロック 勝敗 順位

３位１－２

１－１ ２位

２位

１位

４位

２－１

３－０

０－３


