
２VS３ ４VS５ ６VS７ ９VS１０

チーム ２－１ チーム ２－１ チーム ０－２ チーム ０－２

奥野 美江 林 宜弘 中野 尚代 寺西 良太 布袋　 敏夫 久保 類 藤田 要 松栄 邦彦

兵頭 祐一 赤木 友紀 布村 裕志 菅田 明美 大土井　 愛子 河野 愛 西 淳子 木村 友江

柳 清美 渡嘉敷 弘志 藤澤 登 王 寛裕 布袋　 一美 木村 宣寿 西 達也 野崎 朗彦

松村 勇輝 井上 みゆき 藤澤 由美子 森尾 利奈 大土井　 誠 香川 悦子 黌農 佳永子 大村 恵

柳 清美 渡嘉敷 弘志 中野 尚代 寺西 良太 大土井　 誠 木村 宣寿 黌農 佳永子 松栄 邦彦

兵頭 祐一 赤木 友紀 藤澤 登 森尾 利奈 大土井　 愛子 河野 愛 藤田 要 大村 恵

１１VS１２ １VS2 ４VS７ ８VS１０

チーム ０－２ チーム １－２ チーム ０－２ チーム ２－０

中矢 修司 巽 賢二 宮本 健 奥野 美江 中野 尚代 木村 宣寿 福永 淳 松栄 邦彦

岡嶋 しのぶ 湯澤 理香 宮内 美香 兵頭 祐一 布村 裕志 香川 悦子 亀岡 美和 木村 友江

黒崎 彰夫 中井 久雄 丸山 勝弘 柳 清美 藤澤 登 久保 類 村上 元彦 野崎 朗彦

前川 美千枝 半田 厚子 黒崎 育美 松村 勇輝 藤澤 由美子 河野 愛 清水 路恵 大村 恵

中矢 修司 湯澤 理香 宮内 美香 奥野 美江 中野 尚代 木村 宣寿 福永 淳 松栄 邦彦

前川 美千枝 中井 久雄 丸山 勝弘 松村 勇輝 藤澤 登 河野 愛 清水 路恵 大村 恵

12VS１３ ２VS７ ８VS１２ ７VS８

チーム ２－１ チーム ０－２ チーム ２－０ チーム

巽 賢二 兎田 憲正 奥野 美江 木村 宣寿 福永 淳 巽 賢二 木村 宣寿 福永 淳

湯澤 理香 兎田 純子 兵頭 祐一 香川 悦子 亀岡 美和 湯澤 理香 香川 悦子 亀岡 美和

中井 久雄 山口 大助 柳 清美 久保 類 村上 元彦 中井 久雄 久保 類 村上 元彦

半田 厚子 阪倉 礼子 松村 勇輝 河野 愛 清水 路恵 半田 厚子 河野 愛 清水 路恵

湯澤 理香 兎田 憲正 奥野 美江 木村 宣寿 福永 淳 湯澤 理香 木村 宣寿 福永 淳

中井 久雄 阪倉 礼子 松村 勇輝 河野 愛 清水 路恵 中井 久雄 河野 愛 清水 路恵

２VS３ ８VS９ １VS２ ４VS５

チーム ２－０ チーム ２－０ チーム ２－０ チーム ２－０

石橋 孝司 岩塚 彩乃 二川 愛 小山 あすか 河合 佑亮 石橋 孝司 前田 恵里奈 増田 翔

樋口 ゆかり 岩塚 健一 盛谷 朋希 井上 亮 久保田 麻菜 橋詰 みなみ 福田 修平 豊嶋 絵美

樋口 博士 深水 真亜子 飯田 莉帆 上野 詩央理 吉本 光希 樋口 博士 野崎 玲美 秋江 秀樹

橋詰 みなみ 池田 鉱介 井筒 康介 山田 幹也 佐藤 成美 樋口 ゆかり 原田 大地 秋江 彩

石橋 孝司 岩塚 健一 二川 愛 小山 あすか 河合 佑亮 橋詰 みなみ 福田 修平 豊嶋 絵美

橋詰 みなみ 深水 真亜子 井筒 康介 山田 幹也 佐藤 成美 樋口 博士 野崎 玲美 秋江 秀樹

６VS７ ８VS１０ １VS４ ６VS８

チーム 2-0 チーム ２－０ チーム ２－１ チーム ０－２

河原 悠介 中筋 翔太 二川 愛 西田 潤治 河合 佑亮 前田 恵里奈 河原 悠介 二川 愛

高田 明香 三根 千尋 盛谷 朋希 西田 亜希 久保田 麻菜 福田 修平 高田 明香 盛谷 朋希

鳥居 佳生 川田 裕二 飯田 莉帆 上原 琢嗣 吉本 光希 野崎 玲美 鳥居 佳生 飯田 莉帆

竹越 文佳 安達 裕子 井筒 康介 鈴木 明子 佐藤 成美 原田 大地 竹越 文佳 井筒 康介

河原 悠介 中筋 翔太 二川 愛 西田 潤治 河合 佑亮 福田 修平 河原 悠介 二川 愛

竹越 文佳 安達 裕子 井筒 康介 鈴木 明子 佐藤 成美 野崎 玲美 竹越 文佳 井筒 康介

１VS8

チーム ２－１ チーム チーム チーム

河合 佑亮 二川 愛

久保田 麻菜 盛谷 朋希

吉本 光希 飯田 莉帆

佐藤 成美 井筒 康介

河合 佑亮 二川 愛

佐藤 成美 井筒 康介

D2

D3 ７－３ D3 D3 D3

D2 ２６ D2 ４６ D2 ４６

Team UG ( J ) WHITE STAR G

D1 ６３ D1 ５７ D1 ６０ D1 １６

Amanz KTT　Mixers チーム　フォレスト Team UG ( J ) WHITE STAR G Amanz

D3

４６

混合ベテラン２R 混合ベテランSF 混合ベテランSF 混合ベテランF

D2 ６（２）７ D2

D3 D3 ５－７ D3

０６

３６ D2

PIECE　Ａ

D1 ６１

６１

Nキューブ Team UG ( J ) WHITE STAR G

混合ベテラン２R 混合ベテラン２R

D1 ２６ D1 ６３ D1

混合ベテラン２R

ネオローンＢ Amanz ネオローンＡ チーム　フォレスト

D2 ２６

D3 D3 D3 ８－６ D3

D2 63 D2 ６３ D2 ６７（４）

インジャーズ GR8

D1 63 D1 63 D1 ６１ D1 ４６

混合２R 混合２R 混合SF 混合SF

インジャーズ トップギア GR8 テニスヒル仁川　A トップギア　こけこっこ～ ITCテニスヒル仁川＆ねぶたに公園＆スカイコートリラ

D3 D3 D3

D2 ６１ D2 ６２ D2 ６２

サウスキャッツ

D1 ６０ D1 ６４ D1 ６１ D1 ６１

混合２R 混合２R

AKG２９ ウィングTCチームパレード GR8 ストライクスマッシュB トップギア　こけこっこ～ AKG２９ ITCテニスヒル仁川＆ねぶたに公園＆スカイコートリラ

D3

D3

D1

D2

D3

D2 ６１

D1

D2

D3

D2D2５７

７－２ D3

２月２６日結果

混合ベテラン１R

チーム　フォレスト トップギア Nキューブ EMTC 甲風園テニス笑点 Team UG ( J ) Nキューブ　WEST PIECE　Ａ

D1 ４６ D1 ６３ D1 ３６ D1 ０６

６（７）７

D3 ８－６ D3 ８－６ D3

D2 ６２

D3

D2

トップギア　こけこっこ～ GR8

D2 ３６

混合１R 混合１R

D1６４

混合ベテラン１R

混合ベテラン１R 混合ベテラン１R

混合Ｆ

D1

D2

混合ベテラン１R

D2１６


