
男子 D クラス 優勝                      男子 D クラス 2 位                        

イエローソックス（山岡・砂山・金高・浜野）           ふがいなし（今井・河合・小川・目貫） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男子 D クラス ベスト４ 

 ミヤタ商店（長谷川・宮田・澤・竹元）             fugai-nai（占部・水尾・峯松・槙井）   

 

 

 

 

 

 



男子 D クラス 1 ブロック 

男子 D クラス２ブロック 

男子 D クラス決勝トーナメント 

 

 

 

 

 A fugai-nai 
（占部 克信・水尾 篤司 
 峯松 良明・槙井 靖） 

 

B ミヤタ商店 
（長谷川 勝・宮田 朋之 
 澤 征起・竹元 徹） 

 

C MPC テニス 
（水野 隆一郎・磯島 大地 
上原 淳二・木下 正良） 

 

 

D BTT 
（政木 健志・水嶋 崚太 
 高見 貫太・東園 高広） 

 

A fugai-nai 
（占部 克信・水尾 篤司 
 峯松 良明・槙井 靖） 

 

 ４－６ ６－０ （２－７） ２－６ ６－２ （７－５）  

B ミヤタ商店 
（長谷川 勝・宮田 朋之 
 澤 征起・竹元 徹） 

 

６－４ ０－６ （７－２）  ６－４ ４－６ （７－５）  

C MPC テニス 
（水野 隆一郎・磯島 大地 
上原 淳二・木下 正良） 

 

６－２ ２－６ （５－７） ４－６ ６－４ （５－７）   

D BTT 
（政木 健志・水嶋 崚太 
 高見 貫太・東園 高広） 

 

def def def  

 A ふがいなし 
（今井 慎雅・河合 真也 
 鈴木 俊一 ・目貫 智則） 

 

B イエローソックス 
（山岡 義彦・砂山 翼 
 金高 芳久・浜野 吉次） 

 

 

C インドカレー上田 
（松岡 諒・山下 祥平 
上田 悠貴・妹尾 明雄） 

 

D えんじょい 
（田中 孝幸・沼本 典康 
 横田 拓郎・上田 隼也） 

 

A ふがいなし 
（今井 慎雅・河合 真也 
 鈴木 俊一・目貫 智則） 

 

 ６－５ ４－６ ６－５ ６－２ ６－３ ６－２ 

B イエローソックス 
（山岡 義彦・砂山 翼 
 金高 芳久・浜野 吉次） 

 

５－６ ６－４  ６－５ ６－２ ５－６ ６－４ 

C インドカレー上田 
（松岡 諒・山下 祥平 
上田 悠貴・妹尾 明雄） 

 

５－６ ２－６ ５－６ ２－６  ０－６ ５－６ 

D えんじょい 
（田中 孝幸・沼本 典康 
 横田 拓郎・上田 隼也） 

 

３－６ ２－６ ６－５ ４－６ ６－０ ６－５  

１ ミヤタ商店 
    イエローソックス     

ふがいなし 3 
  ２－６ ６－３ （９－７） ６－３   

    
    ６－４    

   ６－１         

2 イエローソックス 

 ６－３          
fugai-nai 4 

        



女子 D クラス 優勝                      女子 D クラス 2 位                        

がんばルンバ（高橋・山口・高村・山尾）            fugai-nai（峯松・三宅・伊折・宮本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女子 D クラス ベスト４ 

 たらったった～（麓川・花巻・出口・尾上）          KYOKO45゜（松尾・長山・安達・岡本）   

 

 

 

 

 

 

 

 



女子Ｄクラス 1 ブロック 

 

女子 D クラス２ブロック 

女子 D クラス決勝トーナメント 

 

 

 

 A fugai-nai 
（峯松 千晴・三宅 史子 
 伊折 奈那瀬・宮本 咲子） 

 
 

 

B TAWA 製作所 
（多和 清美・橋本 節子 
 月原 妙美・児玉 仁美） 

 

 

C KYOKO45° 
（松尾 京子・長山 美由紀 
安達 郁美・岡本 直美） 

 

D スリースター 
（毛利 要子・小虎 玲子 
 矢原 小津枝・川崎 京子） 

 

 

A fugai-nai 
（峯松 千晴・三宅 史子 
 伊折 奈那瀬・宮本 咲子） 

 

 ６－４ ６－２ ６－２ ４－６ ６－５ ６－３ 

B TAWA 製作所 
（多和 清美・橋本 節子 
 月原 妙美・児玉 仁美） 

 

４－６ ２－６  ５－６ ４－６ ３－６ ４－６ 

C KYOKO45° 
（松尾 京子・長山 美由紀 
安達 郁美・岡本 直美） 

 

２－６ ６－４ ６－５ ６－４  ６－４ １－６ 

D スリースター 
（毛利 要子・小虎 玲子 
 矢原 小津枝・川崎 京子） 

 

５－６ ３－６ ６－３ ６－４ ４－６ ６－１  

 A たらったった～ 
（麓川 清美・花巻 千恵 
 出口 玲・尾上 千晴） 

 

B がんばルンバ 
（高橋 由美・山口 由佳 
高村 里枝子・山尾 真由美） 

 

C ちっちスター 
（野村 典子・甲斐 仁美 
 花崎 仁美・今井 倫江） 

 

D MATCH POINT 
（片山 昌子・関屋 怜子 
 堀江 紀子・今本 裕子） 

 

 

A たらったった～ 
（麓川 清美・花巻 千恵 
 出口 玲・尾上 千晴） 

 

 ６－２ ５－６ ６－０ ６－４ ３－６ ４－６ 

B がんばルンバ 
（高橋 由美・山口 由佳 
高村 里枝子・山尾 真由美） 

 

２－６ ６－５  ６－５ ５－６ ６－３ ６－３ 

C ちっちスター 
（野村 典子・甲斐 仁美 
 花崎 仁美・今井 倫江） 

 

０－６ ４－６ ５－６ ６－５  ６－４ ６－２ 

D MATCH POINT 
（片山 昌子・関屋 怜子 
 堀江 紀子・今本 裕子） 

 

６－３ ６－４ ３－６ ３－６ ４－６ ２－６  

１ ugai-nai 

     がんばルンバ      
がんばルンバ 3 

 ３－６ ４－６ ６－４ （４－７） ６－３   

   ６－３     ６－３    

   (8-6)         

2 たらったった～ 

           
KYOKO45 4 

        


