
熊本 会場

エントリーチーム一覧

№ チーム名 メンバー

1                   
西村 昭治 岩瀬 晋 中畑 健一

田代 絹代 田上 恵 寺本 恵利 三浦 玲

2        仲間達
小田 栄一 内山 裕二 湯澤 一成 三次 克也

田端 一恵 桑野 三恵 田中喜美恵

3 添田        
深水 利宏 添田 義弘 蓑田 真也

岩下 純子 畠山 浄 小坂 敬子

4 宮崎     
石井 智久 黒木 悠貴 財部 比呂史 伊東 直哉

吉野 華代 横山 奈美 惠利 美穂 阿南 美和子

5 跳      K's 橋本圭司 中野尚樹 上村祐輔 松山智樹

木村由香 上村冨貴子 浦津友里恵

6            
本田真也 梅田明利 宮尾啓介

古田和江 濱山渚 岩内芳子

7 PLUS+4 森一紘 徳山 宮前浩義

小石 荒木美樹 稲葉久美

8           
橋本実 畠山 恵一 古田友幸

江藤由花 村上亜紀 宮本  子

9 県庁  
岡崎光治 田島浩明 上月智裕

石松由美子 牟田洋美 津山紗弓

10 I'm a PERFECT HUMAN 岩崎拓弥 岡崎光軌 高山亮 中島勇樹

坂本中 中島智子 岩崎美里

11 市役所      
藤田健 谷本泰祐 園田耕平

難波理恵 藤島   谷本真智子

12 MAXIMUM DRIVE 極 冨田誠 三浦宏文 加来幸平

岩本麻里 濱由美 加来美恵

13         
内田憲之 赤星宏樹 杉田佳一朗 太田聖

谷口千春 杉田亜須沙 村山哲子

14       
寺脇大祐 姉川武 濱田貴史

中島由佳梨 秦美保 村田夏実

15 TEKITOU 加藤悌二 原敏昭 福田剛

甲斐法子 福澤久美子 村上   

16      
池田進 細西昌一郎 三森正啓

村松恵子 坂本由美 池田美紀

17 ONE-TC 3年宙組 林信太郎 宮崎洋一 山口拓弥

遠山貴子 原田香苗 奥村君代

18           
原口智幸 黒木勝也 上籠隆弥

川本由樹子 永廣裕子 城美希

19       
黒田直樹 山下利治 松尾悠生 林辰憲

山下宏子 下川美和子 林優子
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 順位別トーナメント  
  ゲーム先取のノーアドバンテージ 男子ダブルス→女子

    →Mix         交代       

 位トーナメント
     

A I'm a PERFECT HUMAN 10

F2 県庁  10  4  9

B        仲間達
 4

C 宮崎     10

F1 PLUS+4  5 10
10

       10  6

E MAXIMUM DRIVE 極
 3

2位      
     

A          

B 添田         2 10 10

C       
10

D 跳      K's  3

E TEKITOU 10 10  3

F3 MAXIMUM DRIVE mini  4

 位トーナメント
     

A             

B            3 10 10

C 市役所      
10

D      10

E ONE-TC 3年宙組
 9 10  9

F4           
 4


