
 2022年 秋季コートピア杯　大会結果

　　【　優勝 ：  後藤　・　斎藤　】 【　準優勝 ： 市川　・　高橋　】

■  決勝トーナメント

　　■　１・２位トーナメント
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　　■　３位・４位トーナメント
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B－３位 加納 ・森田

C－４位 徳江 ・小玉

A－４位 山川 ・金子

後藤 ・ 斎藤

B－１位 矢田 ・中村

日置 ・ 日置
C－３位 日置 ・日置

D－３位 川添 ・高田

Ａ－３位 秦 ・工藤

B－４位 岡田 ・稲垣

D－４位 塩﨑 ・藤本

C－２位 和田 ・斉藤

A－２位 小野里 ・清田

【　優勝　】
C－１位 市川 ・高橋

D－１位 後藤 ・斎藤

D－２位 大田 ・浅田
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Ａ－１位 岡田 ・川村

B－２位 溝口 ・溝口
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■ 予選リーグ

小野里 秦 岡田 山川
清田 工藤 川村 金子

小野里 ６－４ ５－６ ６－２
清田 〇 〇
秦 ４－６ １－６ ６－３

工藤 〇
岡田 ６－５ ６－１ ６－４
川村 〇 〇 〇
山川 ２－６ ３－６ ４－６
金子

川添 大田 塩﨑 後藤
高田 浅田 藤本 斎藤

川添 ５－６ ６－１ ０－６
高田 〇
大田 ６－５ ６－０ １－６
浅田 〇 〇
塩﨑 １－６ ０－６ ０－６
藤本
後藤 ６－０ ６－１ ６－０
斎藤 〇 〇 〇

矢田 加納 岡田 溝口
中村 森田 稲垣 溝口

矢田 ６－１ ６－３ ６－２
中村 〇 〇 〇
加納 １－６ ６－４ ３－６
森田 〇
岡田 ３－６ ４－６ ２－６
稲垣
溝口 ２－６ ６－３ ６－２
溝口 〇 〇

和田 市川 徳江 日置
斉藤 高橋 小玉 日置

和田 ６－３ ６－２ ０－６ ２－１
斉藤 〇 〇 （＋１）

市川 ３－６ ６－５ ６－２ ２－１
高橋 〇 〇 （＋２）

徳江 ２－６ ５－６ ６－５ １－２
小玉 〇 （－４）

日置 ６－０ ２－６ ５－６ １－２
日置 〇 （＋１）

■ エントリーリスト
塩﨑（コートピア） 市川（フリー） 徳江（ A3 ）
藤本（コートピア） 高橋（フリー） 小玉（ A3 ）

秦（コートピア） 矢田（フリー） 岡田（フリー）
工藤（コートピア） 中村（フリー） 川村（フリー）

加納（コートピア） 後藤（フリー） 小野里（フリー）
森田（コートピア） 斎藤（フリー） 清田（フリー）

和田（コートピア） 日置（フリー） 大田（セレソン）
斉藤（フリー） 日置（フリー） 浅田（フリー）

溝口（フリー） 川添（フリー） 岡田（コートピア） 山川（石神井LTC）
溝口（フリー） 高田（フリー） 稲垣（フリー） 金子（石神井LTC）
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