
対戦試合順序

対戦順序 1 2 3 4
種目 一般男子 一般女子 壮年男子 一般男子

シングルス１ ダブルス２ ダブルス２ ダブルス２
5 6 7 8

ベテラン男子 一般女子 壮年男子 壮年女子
ダブルス ダブルス１ ダブルス２ ダブルス

9 10 11
一般男子 一般男子 ミックス
ダブルス１ シングルス２ ダブルス

対戦表

○ ○ ○
１０－１ ８－３ ９－２

× × ○
１－１０ ３－８ ６－５
× ○ ○
３－８ ８－３ ７－４
× × ×
２－９ ５－６ ４－７

対戦詳細表

第1対戦
９－２ ８－３
64－26 54－39

男子S1 大滝 ⑥－２ 美矢 男子S1 塩見 ０－⑥ 浅野
一女D2 谷口・江端 ⑥－３ 梅田・川崎 一女D2 高倉・梅田 ４－⑥ 大槻・近森
壮男D1 山口・余川 ５－⑥ 三輪・西村 壮男D1 塩尻・西村 ⑥－５ 池田・武田
一男D2 武内・松田 ⑥－１ 白数・大門 一男D2 井上・足立 ⑥－２ 谷山・南
ベテラン 寺内・山本 ⑥－１ 竹内・中畑 ベテラン 吉見・大脇 ⑥－５ 芦田・上林
一女D1 上山・津田 ５－⑥ 蒲田・澤田 一女D1 足立・高嶋 ⑥－３ 竹内・南
壮男D2 有本・小森 ⑥－０ 傍島・新田 壮男D2 山本・丸井 ⑥－０ 吉田・吉良
壮女D 高田・樋口 ⑥－０ 細野・小川 壮女D 吉田・四方 ２－⑥ 森戸・奥野
一男D1 有吉・亀谷 ⑥－１ 柴野・前川 一男D1 梅林・岩本 ⑥－３ 谷口・上河
男子S2 栢分 ⑥－１ 若生 男子S2 山本 ⑥－２ 青木
ミックス 泉・高西 ⑥－５ 中田・木村 ミックス 真下・前崎 ⑥－１ 田中・坂東

第2対戦
１０－１ ７－４
62－29 53－42

男子S1 大滝 ⑥－０ 倉富 男子S1 塩見 １－⑥ 美矢
一女D2 谷口・津田 ⑥－４ 中川・吉井 一女D2 高倉・梅田 １－⑥ 梅田・川崎
壮男D1 山口・余川 ⑥－４ 吉田・吉良 壮男D1 塩尻・山本 ５－⑥ 三輪・西村
一男D2 武内・小森 ２－⑥ 谷口・南 一男D2 井上・足立 ⑥－１ 白数・大門
ベテラン 寺内・山本 ⑥－２ 平野・上林 ベテラン 吉見・大脇 ⑥－３ 竹内・中畑
一女D1 山口・上山 ⑥－３ 竹内・南 一女D1 足立・高嶋 ⑥－２ 蒲田・澤田
壮男D2 有本・北野 ⑥－０ 藤田・弥榮 壮男D2 西村・丸井 ⑥－４ 傍島・新田
壮女D 高田・大槻 ⑥－１ 森戸・坂東 壮女D 吉田・四方 ⑥－２ 細野・小川
一男D1 栢分・亀谷 ⑥－５ 谷山・上河 一男D1 梅林・岩本 ⑥－１ 柴野・前川
男子S2 有吉 ⑥－２ 松尾 男子S2 山本 ４－⑥ 若生
ミックス 泉・高西 ⑥－２ 田中・大槻 ミックス 真下・前崎 ⑥－５ 中田・木村

第3対戦
８－３ ７－４
64－26 52－40

男子S1 大滝 ⑥－０ 足立 男子S1 梅田 １－⑥ 美矢
一女D2 谷口・津田 ⑥－２ 高倉・梅田 一女D2 大槻・近森 ⑥－３ 梅田・川崎
壮男D1 山口・余川 ５－⑥ 塩尻・丸井 壮男D1 池田・吉田 ４－⑥ 三輪・西村
一男D2 武内・松田 ２－⑥ 井上・山本 一男D2 谷口・南 ５－⑥ 白数・大門
ベテラン 寺内・山本 ⑥－１ 吉見・大脇 ベテラン 平野・芦田 ⑥－１ 竹内・中畑
一女D1 山口・上山 ２－⑥ 足立・高嶋 一女D1 竹内・南 ⑥－０ 蒲田・澤田
壮男D2 有本・小森 ⑥－０ 西村・山本 壮男D2 藤田・吉良 ⑥－１ 傍島・新田
壮女D 樋口・高田 ⑥－１ 吉田・四方 壮女D 森戸・奥野 ５－⑥ 細野・小川
一男D1 有吉・亀谷 ⑥－５ 梅林・岩本 一男D1 谷山・上河 ⑥－１ 柴野・前川
男子S2 栢分 ⑥－１ 川島 男子S2 浅野 １－⑥ 若生
ミックス 泉・高西 ⑥－４ 真下・前崎 ミックス 青木・坂東 ⑥－４ 中田・木村
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