
 
＜１＞ 

男子シングルス予選リーグ（６／２７） 

番 選手名 クラブ名 選手名 2 選手名 3 選手名 4 勝－負 獲得ｹﾞｰﾑ率 順位 
 （１） ９：００ 花岡 坂口 松尾    
1 花岡 秀起 (Team よっしやあ～)       
2 坂口 篤司 (コスモ石油 TC)       
3 松尾 孝浩 (ｱｸﾃｨｽ TS 海南)       
         
 （２） ９：００ 角 多勢 宮田    
1 角  佳英 (ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰｷｯｽ)       
2 多勢 雄一郎 (花王ＴＣ)       
3 宮田 智康 (ｱｸﾃｨｽ TS 海南)       
         
 （３） ９：００ 楠岡 西本 西岡    
1 楠岡 暢彦 (Ｊ．Ｔ．Ｃ)       
2 西本 三夫 (コスモ石油 TC)       
3 西岡 晋作 (ｱｸﾃｨｽ TS 海南)       
         
 （４） ９：００ 岡 正志 平松    
1 岡  統三 (ｱｸﾃｨｽ TS 海南)       
2 正志 光織 (コスモ石油 TC)       
3 平松 利史 (Ｗ．Ｐ．Ｒ)       
         
 （５） ９：００ 山本 大岡 奥田    
1 山本 一仁 (ｱｸﾃｨｽ TS 海南)       
2 大岡 宏忠 (コスモ石油 TC)       
3 奥田 一之 (たつべ TC)       
         
 （６） ９：００ 宮地 楠岡 平田    
1 宮地 崇 (花王ＴＣ)       
2 楠岡 英人 (Ｊ．Ｔ．Ｃ)       
3 平田 繁樹 (ｱｸﾃｨｽ TS 海南)       
         
 （７） １０：００ 品川 永井 山下    
1 品川 友紀 (Ｗ．Ｐ．Ｒ)       
2 永井 栄一郎 (ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰｷｯｽ)       
3 山下 善史 (ｱｸﾃｨｽ TS 海南)       
         
 （８） １０：００ 南垣内 出口 池田    
1 南垣内 克幸 (Team よっしやあ～)       
2 出口 貴浩 (ｱｸﾃｨｽ TS 海南)       
3 池田 政隆 (Ｊ．Ｔ．Ｃ)       
         
 （９） １０：３０ 松本 竹山 藤田    
1 松本 義史 (海南市役所 TC)       
2 竹山 倫弘 (ｱｸﾃｨｽ TS 海南)       
3 藤田 誠一 (コスモ石油 TC)       
         
 
 



 
                             ＜２＞ 

    男子シングルス予選リーグ（６／２７） 

番 選手名 クラブ名 選手名 2 選手名 3 選手名 4 勝－負 獲得ｹﾞｰﾑ率 順位 
 （１０） １０：３０ 中尾 平川 山野    
1 中尾 信喜 (たつべ TC)       
2 平川 太一 (Ｊ．Ｔ．Ｃ)       
3 山野 修志 (ｱｸﾃｨｽ TS 海南)       
         
 （１１） １０：３０ 中尾 東野 梅川    
1 中尾 晴信 (たつべ TC)       
2 東野 好男 (ｱｸﾃｨｽ TS 海南)       
3 梅川 和哉 (Team よっしやあ～)       
 
 
 
 
 
 
 

女子シングルス予選リーグ（６／２７） 

番 選手名 クラブ名 選手名１ 選手名 2 選手名 3 選手名 4 勝－負 獲得ｹﾞｰﾑ率 順位 

 （１） １１：３０ 上山 北井 鈴木 －    
1 上山 真由美 (ｱｸﾃｨｽ TS 海南)        
2 北井 一美 (Ｊ．Ｔ．Ｃ)        
3 鈴木 裕三子 (ｱｸﾃｨｽ TS 海南)        
          
 （２） １１：３０ 田嶋 菱川 平田 －    
1 田嶋 留美子 (ｱｸﾃｨｽ TS 海南)        
2 菱川 敬子 (Ｊ．Ｔ．Ｃ)        
3 平田 尚子 (ｱｸﾃｨｽ TS 海南)        
          
 （３） １０：３０ 西村 土井 中井 佐藤    
1 西村 美香 (ｱｸﾃｨｽ TS 海南)        
2 土井 和枝 (Team よっしやあ～)        
3 中井 直美 (ｱｸﾃｨｽ TS 海南)        
4 佐藤 友美 (ｱｸﾃｨｽ TS 海南)        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
＜３＞ 

男子シングルス本戦トーナメント 
 
 
１．杉田 政也 (ｱｸﾃｨｽ TS 海南)                    （２）           ．11 
               12:00 
２． （11）                            ＜Ｄ＞           ．12 
 
３． （５）                             ＜Ｅ＞          ．13 
 
４． ＜Ａ＞                            （９）                   ．14 
                             12:00 
５． （４）                            山岸 稠明(Team よっしやあ～)．15 
 
６．杉原 龍雄(Team よっしやあ～)                           （３）          ．16 
               12:00 
７． （８）                             ＜Ｂ＞         ．17 
 
８． （７）                             （６）                 ．18 
 
９． ＜Ｃ＞                             （10）         ．19 
                              12:00 
10． （１）                            下村 知雄 (海南市役所 TC) ．20 
 
※ （ ）内 数字は予選リーグ組の一位通過者 ，＜ ＞記号は予選第二位の最高獲得ｹﾞｰﾑ率通過者 
 
 
 
                1R 2R QF SF  F  SF QF 2R 1R 
 
 
 
 
 

女子シングルス本戦トーナメント 
 
 
１． （１）の１位                         （３）の１位     ．４ 
 
２．  ＜Ａ＞                            Ｂｙｅ       ．５ 
 
３． （３）の２位                         （２）の１位     ．６ 
 
 
※ （ ）内 数字は予選リーグ組の一位通過者 ，＜ ＞記号は予選第二位の最高獲得ｹﾞｰﾑ率通過者 
 
 
 
                 QF  SF    F     SF  QF 
 


