
混合ダブルス（１） 6月16日（土） 9:15集合

混合ダブルス（２） 6月17日（日） 9:15集合

辻堂南部（砂入人工芝）

八部公園（ハード）

奥村 昭 牧野 守 渡辺 君代 山田 美弥子 安原 明子

30 30 2-0 1 榛葉 太郎 加賀美 健一 佐々木 嶺人

2. ひまわり ３ 12 03 0-2

3. West Beach 21 30 2-0 1 篠田 敏 三好 尚彦 右田 洋之 宮崎 美樹 德永 佳代 右田 順子

和田 しのぶ

Ｄブロック 1. 2. 3. 勝敗 順位 メンバー

1. かわせみ・スマイル 30 12 1-1 2 藤原 強 山本 勝 伊藤 俊夫 奈良 茂子 清水 晶子 杉本 はるひ

3. KAQ

3 高橋 寛 辻裕子 松本渉

1. チーム ＥＦＹ 21 03 1-1 2 中村 洋也 平尾 啓祐 畑澤 大空

杉本 みか 名倉 真理子 飯塚 雄一郎 小林 孝一 高木 俊行

Ｃブロック 1. 2. 3. 勝敗 順位 メンバー

0-2 3

2. ハンドＰ 30 30 2-0 1 横枕 誠治 田村 正 野田 和則

Ｂブロック 1. 2. 3. 勝敗 順位 メンバー

松崎 順一 高石 清和 上野 雅弘 池端 智子 眞田 尋美 山中 麻理

2. ぬたうなぎ 12 12 0-2 3 菅澤 一郎   清水 俊朗 畑中 将

21 30 2-0 1 須玉 晃 佐竹 勇樹 山崎 翔平 須玉 恭子

乙山 新子 須藤 久美子 高橋 美穂

藤田 尚子 井上 佳子 泉田 千津子

Ａブロック 1. 2. 3. 勝敗 順位 メンバー

3. 湘南ＹＥＬＬ 12 12 0-2 3 関 充 徳永 真 堀 隆弘

ブロック１位 2

2. 打ち上げはヨンドン 30 21 2-0 1 小川 和則 原田 英和 柳田 健太

2. ひまわり ２ 30 30 2-0 1 片川昌広 片川 悦子 荒井 延夫

1. 遠藤TC D 03 30 1-1 2 大内 敏生 山崎 哲二 藤肥 勉

嶋見 勝 杉山 美佳 野中 雅美 高城 清香

2. 春うらら 03 03 0-2 3 伊藤 篤志 宮永 憲司 鈴木 純志 二宮 洋子 小鳥居 千鶴 宇野 泰江

浜田 香代子

3. ハンドスマイルズ 03 12 02 3 熱田 清和 山崎 直人 図師 信彦 沢目 奈津子 小林  規久子 足立 恵里奈

2. Team YOKO 03 21 1-1 2 新名 丘 村野 智樹 林 晋也

ハンドＰ NEO摩天楼 セル☆ソラーレ

Ａブロック 1. 2. 3. 勝敗 順位 メンバー

1. Team DD 30 30 2-0 1 中山 伸二 西村 功 高橋 智秀 十河 聡子 諏訪 恵 村田 稔子

浅倉 紀子 木澤 愛

0

1 1 1

ブロック１位 2 ブロック２位 2 ブロック３位 2

KAQ チーム ＥＦＹ
ブロック１位 ブロック２位 ブロック３位

2. いきいきL&G 03 03 0-2 3 河野 通良

中田 義之

1. 雨ニモ負ケズ

3. ぽっくん 03 21 1-1 2

1. NEO摩天楼 03 30 1-1 2

3. セル☆ソラーレ 03 03

優勝決定トーナメント ２位トーナメント ３位トーナメント

ブロック１位 ブロック２位

West Beach ぽっくん

3 3

2 2

ブロック１位 ブロック２位 ブロック３位

雨ニモ負ケズ かわせみ・スマイル いきいきL&G1
2

0 0 3

ひまわり ３

ブロック３位

ぬたうなぎ

Ｂブロック 1. 2. 3. 勝敗 順位 メンバー

1. 黒うにー☆ 30 30 2-0 1 横井 信一 林 雄一郎

3. ハジメーズ 03 30 1-1 2 足立 肇 伊藤 肇 内田 雄 石合 志江

Ｃブロック 1. 2. 3. 勝敗 順位

3. 勝敗 順位 メンバー

1. パーフェクトミックス 03 21 1-1 2 村西 廣哉 鈴木 健介 山本 浩一 伊藤 晃子 七高 由紀 茂木 美奈子

関 潔美

優勝決定トーナメント ２位トーナメント ３位トーナメント

ブロック１位 ブロック２位 ブロック３位

Team DD 1 ハジメーズ 2 春うらら

3. アップ　オメガ 03 03 0-2 3 野々下 光徳 中川 武仁 佐伯 雅彦

Ｄブロック 1. 2.

3 ブロック２位 0 ブロック３位 3

1

黒うにー☆ 1 遠藤TC D 1 アップ　オメガ

ブロック１位 2 ブロック２位 2 ブロック３位

ブロック２位 1 ブロック３位

打ち上げはヨンドン パーフェクトミックス 湘南ＹＥＬＬ

小谷 智美 伊藤 千秋

メンバー

中見 妙子 白井 美和子 平田 里香

平林 美絵 秋山 弘太郎 都築 茂美

中川 道子 工藤 睦子

0

2

3

ひまわり ２ 0 Team YOKO 3 ハンドスマイルズ 0

ブロック１位

原田 咲 金子 ちひろ

1 1

佐藤 紀子 斉藤 ｱｷ子

菅澤 ひろ美 清水 貴恵 赤井 久仁子

山本 あゆみ 船山 睦 畑澤 美恵子

鈴木 祥子 平井 稔 平井 愛子

辻村 研士 手塚 春英 中田 昌江 松本 美幸 水野 貴子

高梨 有紗 佐々木 睦美 佐々木 遥

河野 昌子
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