
　　　　混合ダブルスA　　　　　　　　混合ダブルスA　　　　　　　　混合ダブルスA　　　　　　　　混合ダブルスA　　　　
優勝優勝優勝優勝 藤田・織田藤田・織田藤田・織田藤田・織田 決勝決勝決勝決勝

準優勝準優勝準優勝準優勝 上嶋・越後上嶋・越後上嶋・越後上嶋・越後 藤田・織田　61　上嶋・越後藤田・織田　61　上嶋・越後藤田・織田　61　上嶋・越後藤田・織田　61　上嶋・越後 担当 ： 　さくら　　　　　　　　担当 ： 　さくら　　　　　　　　担当 ： 　さくら　　　　　　　　担当 ： 　さくら　　　　　　　　

　　　　　　　（１セットマッチ）　　　　　　　（１セットマッチ）　　　　　　　（１セットマッチ）　　　　　　　（１セットマッチ）3位3位3位3位 金子・藤井金子・藤井金子・藤井金子・藤井 3位決定戦3位決定戦3位決定戦3位決定戦

金子・藤井　60　堀・小林金子・藤井　60　堀・小林金子・藤井　60　堀・小林金子・藤井　60　堀・小林

日程 ： 10月20日（土）　　　日程 ： 10月20日（土）　　　日程 ： 10月20日（土）　　　日程 ： 10月20日（土）　　　

佐佐佐佐 藤藤藤藤 健健健健 一一一一 （（（（ すすすす ばばばば るるるる ）））） 松松松松 下下下下 寛寛寛寛 (((( フフフフ リリリリ ーーーー ））））

池池池池 上上上上 裕裕裕裕 美美美美 子子子子 （（（（ フフフフ リリリリ ーーーー ）））） 三三三三 好好好好 かかかか ずずずず みみみみ （（（（ レレレレ デデデデ ィィィィ ーーーー スススス ））））

小小小小 倉倉倉倉 敏敏敏敏 哉哉哉哉 60606060 wowowowo 吉吉吉吉 岡岡岡岡 秀秀秀秀 晃晃晃晃 （（（（ フフフフ リリリリ ーーーー ))))

小小小小 倉倉倉倉 直直直直 子子子子 佐佐佐佐 伯伯伯伯 真真真真 佐佐佐佐 子子子子 (国立グリーンヒル）(国立グリーンヒル）(国立グリーンヒル）(国立グリーンヒル）

新新新新 藤藤藤藤 雅雅雅雅 也也也也 wowowowo wowowowo 吉吉吉吉 澤澤澤澤 秀秀秀秀 星星星星 (((( フフフフ リリリリ ーーーー ))))

新新新新 藤藤藤藤 千千千千 津津津津 吉吉吉吉 澤澤澤澤 律律律律 子子子子 （（（（ レレレレ デデデデ ィィィィ ーーーー スススス ））））

杉杉杉杉 中中中中 宏宏宏宏 幸幸幸幸 （（（（ すすすす ばばばば るるるる ）））） 64646464 75757575 堀堀堀堀 直直直直 史史史史 （（（（ セセセセ レレレレ ソソソソ ンンンン ））））

小小小小 林林林林 加加加加 代代代代 子子子子 (((( たたたた けけけけ のののの ここここ ）））） 小小小小 林林林林 晶晶晶晶 子子子子 (((( ジジジジ ェェェェ イイイイ シシシシ ーーーー ））））

藤藤藤藤 田田田田 淳淳淳淳 （（（（ Y'sY'sY'sY's クククク ララララ ブブブブ ）））） 60606060 75757575 山山山山 本本本本 俊俊俊俊 郎郎郎郎 (((( ササササ ンンンン ララララ イイイイ ズズズズ ））））

織織織織 田田田田 麻麻麻麻 実実実実 子子子子 （（（（ フフフフ リリリリ ーーーー ）））） 水水水水 野野野野 直直直直 子子子子 (((( フフフフ リリリリ ーーーー ））））

61616161 75757575

山山山山 川川川川 章章章章 田田田田 中中中中 英英英英 史史史史 （（（（ フフフフ リリリリ ーーーー ))))

山山山山 川川川川 伸伸伸伸 子子子子 高高高高 木木木木 吏吏吏吏 津津津津 子子子子 (((( ジジジジ ェェェェ イイイイ シシシシ ーーーー ））））

金金金金 子子子子 彰彰彰彰 63636363 61616161 上上上上 嶋嶋嶋嶋 康康康康 弘弘弘弘 (((( フフフフ リリリリ ーーーー ))))

藤藤藤藤 井井井井 直直直直 子子子子 越越越越 後後後後 克克克克 子子子子 （（（（ ジジジジ ェェェェ イイイイ シシシシ ーーーー ））））

児児児児 美美美美 川川川川 吉吉吉吉 朗朗朗朗 （（（（ ササササ ンンンン ララララ イイイイ ズズズズ ）））） 64646464 61616161 畠畠畠畠 山山山山 直直直直 也也也也 (ビックボックス東大和）(ビックボックス東大和）(ビックボックス東大和）(ビックボックス東大和）

柴柴柴柴 山山山山 かかかか おおおお りりりり （（（（ ささささ くくくく らららら ）））） 今今今今 川川川川 貴貴貴貴 子子子子 (((( ノノノノ アアアア 国国国国 分分分分 寺寺寺寺 ））））

森森森森 島島島島 基基基基 （（（（ フフフフ リリリリ ーーーー ）））） wowowowo 64646464 今今今今 関関関関 哲哲哲哲 史史史史 (((( セセセセ レレレレ ソソソソ ンンンン ））））

土土土土 井井井井 千千千千 晴晴晴晴 （（（（ ジジジジ ェェェェ イイイイ シシシシ ーーーー ）））） 中中中中 山山山山 晴晴晴晴 美美美美 (((( たたたた けけけけ のののの ここここ ））））

近近近近 田田田田 浩浩浩浩 典典典典 （（（（ フフフフ リリリリ ーーーー ）））） 62626262 62626262 石石石石 垣垣垣垣 祐祐祐祐 司司司司

小小小小 川川川川 智智智智 佳佳佳佳 子子子子 （（（（ ジジジジ ェェェェ イイイイ シシシシ ーーーー ）））） 半半半半 澤澤澤澤 和和和和 子子子子

貴貴貴貴 志志志志 稔稔稔稔 62626262 63636363 小小小小 川川川川 真真真真 (((( 錦錦錦錦 朝朝朝朝 TTTT SSSS ))))

伊伊伊伊 藤藤藤藤 真真真真 紀紀紀紀 子子子子 町町町町 本本本本 真真真真 紀紀紀紀 子子子子 (((( レレレレ デデデデ ィィィィ ーーーー スススス ））））

wowowowo 62626262

角角角角 田田田田 淳淳淳淳 青青青青 木木木木 美美美美 樹樹樹樹

角角角角 田田田田 真真真真 惟惟惟惟 子子子子 小小小小 山山山山 由由由由 香香香香 利利利利

2222 18181818

4444 20202020

1111 17171717

3333 19191919

　　9:30　　　9:30　　　9:30　　　9:30　 10:0010:0010:0010:00

9:009:009:009:00 9:009:009:009:00

（（（（ フフフフ リリリリ ーーーー ））））

（（（（ 30-030-030-030-0 ））））

5555 21212121

9:009:009:009:00 9:309:309:309:30

6666 22222222

　　9:30　　　9:30　　　9:30　　　9:30　 10:0010:0010:0010:00

8888 24242424

7777 23232323

（（（（ ダダダダ ッッッッ キキキキ ーーーー ））））

10101010 26262626

9999 25252525

10:0010:0010:0010:00 10:0010:0010:0010:00

11111111 27272727

（（（（ すすすす ばばばば るるるる ））））

12121212 28282828

14141414 30303030

9:009:009:009:00 9:309:309:309:30

15151515 31313131

9:009:009:009:00 9:309:309:309:30

10:0010:0010:0010:00 10:3010:3010:3010:30

13131313

（（（（ ササササ ンンンン ララララ イイイイ ズズズズ ））））

29292929

16161616 （（（（ ササササ ンンンン ララララ イイイイ ズズズズ ）））） (((( フフフフ リリリリ ーーーー ））））

BYEBYEBYEBYE

BYEBYEBYEBYE

BYEBYEBYEBYE

BYEBYEBYEBYE BYEBYEBYEBYE

BYEBYEBYEBYE

BYEBYEBYEBYE

BYEBYEBYEBYE

（（（（ フフフフ リリリリ ーーーー ))))

32323232

61616161


