
優勝優勝優勝優勝 佐藤・小野佐藤・小野佐藤・小野佐藤・小野

準優勝準優勝準優勝準優勝 田村・山本田村・山本田村・山本田村・山本

３位３位３位３位 織田・戸田織田・戸田織田・戸田織田・戸田

勝敗 順位

田田田田 村村村村 守守守守 (((( フフフフ リリリリ ーーーー ))))

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 ））））

新新新新 藤藤藤藤 雅雅雅雅 也也也也

三三三三 宅宅宅宅 洋洋洋洋

渡渡渡渡 辺辺辺辺 直直直直 人人人人

白白白白 井井井井 文文文文 男男男男

門門門門 倉倉倉倉 和和和和 昭昭昭昭

島島島島 崎崎崎崎

順位

織織織織 田田田田 邦邦邦邦 明明明明 (((( ヤヤヤヤ クククク ルルルル トトトト ））））

戸戸戸戸 田田田田 義義義義 次次次次 (((( フフフフ リリリリ ーーーー ））））

加加加加 藤藤藤藤 知知知知 紀紀紀紀

越越越越 智智智智 浩浩浩浩 治治治治

川川川川 本本本本 啓啓啓啓 二二二二

佐佐佐佐 藤藤藤藤 尚尚尚尚

順位

佐佐佐佐 藤藤藤藤 健健健健 一一一一

小小小小 野野野野 茂茂茂茂

－－－－ －－－－ －－－－

男子ベテランダブルス男子ベテランダブルス男子ベテランダブルス男子ベテランダブルス

担当：すばる

日程：5月12日(土）
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1

３　６３　６３　６３　６
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1
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(((( フフフフ リリリリ ーーーー ))))

(ダイヤモンド）(ダイヤモンド）(ダイヤモンド）(ダイヤモンド）

Ａブロック
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Ｂブロック

1

Ｃブロック

1 (((( すすすす ばばばば るるるる ））））
小小小小 野野野野 茂茂茂茂

寿寿寿寿 原原原原 忠忠忠忠 彦彦彦彦

阿阿阿阿 久久久久 津津津津 晃晃晃晃 司司司司

村村村村 松松松松 実実実実

中中中中 嶋嶋嶋嶋 直直直直 樹樹樹樹

順位

谷谷谷谷 本本本本 正正正正 文文文文

杉杉杉杉 中中中中 宏宏宏宏 幸幸幸幸

田田田田 島島島島 稔稔稔稔

加加加加 藤藤藤藤 庄庄庄庄 司司司司

竹竹竹竹 延延延延 和和和和 俊俊俊俊

菊菊菊菊 川川川川 善善善善 夫夫夫夫

決勝トーナメント
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勝敗
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(((( 藤藤藤藤 野野野野 クククク ララララ ブブブブ ））））

(ダイヤモンド）(ダイヤモンド）(ダイヤモンド）(ダイヤモンド）

(1セットマッチ）

Ｄブロック
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(((( フフフフ リリリリ ーーーー ))))

(((( すすすす ばばばば るるるる ））））

(((( フフフフ リリリリ ーーーー ))))

2

3

織田　邦明・戸田　義次織田　邦明・戸田　義次織田　邦明・戸田　義次織田　邦明・戸田　義次

田島　　稔・加藤　庄司田島　　稔・加藤　庄司田島　　稔・加藤　庄司田島　　稔・加藤　庄司

2222

1111

3333

田村　　守・山本　俊郎田村　　守・山本　俊郎田村　　守・山本　俊郎田村　　守・山本　俊郎

村松　　実・中嶋　直樹村松　　実・中嶋　直樹村松　　実・中嶋　直樹村松　　実・中嶋　直樹

谷本　正文・杉中　宏幸谷本　正文・杉中　宏幸谷本　正文・杉中　宏幸谷本　正文・杉中　宏幸

織田　邦明・戸田　義次織田　邦明・戸田　義次織田　邦明・戸田　義次織田　邦明・戸田　義次

佐藤　健一・小野　茂佐藤　健一・小野　茂佐藤　健一・小野　茂佐藤　健一・小野　茂

新藤　雅也・三宅　洋新藤　雅也・三宅　洋新藤　雅也・三宅　洋新藤　雅也・三宅　洋

川本　啓二・佐藤　尚川本　啓二・佐藤　尚川本　啓二・佐藤　尚川本　啓二・佐藤　尚

田島　稔・加藤　庄司田島　稔・加藤　庄司田島　稔・加藤　庄司田島　稔・加藤　庄司
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Ｃ２Ｃ２Ｃ２Ｃ２

Ｄ２Ｄ２Ｄ２Ｄ２
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