
京滋会場

エントリーチーム一覧

№ チーム名 メンバー

1 すえちゃん
末竹 哲也 木内 達人 加藤 武和

大鳥 有希子 本田 真依子 石井 宏枝

2 KY 
中村 紳ニ 田畑 順造 江口 駿

中嶋 朋美 伊阪 彩 坂根 哉子

3 OOPS RED
小山 良治 白井 敏幸 中村 正晴

小山 千春 高田 智子 坂根 寿代

4 OOPS BLACK
粕渕 清孝 横山 知啓 山本 典幸 久田 千尋

粕渕 夏七江 横山 智子 山本 佳子

5 Yasunaga
松田 光弘 高木 鐘一

松田 敬子 向 正江

6 Ride on
大橋 光政 奥西 徹 小坂 卓

小町 留美 松田 亜季 高木 奈生

7 Free Style
谷川 厚 柳瀬 義秀 平野 優也

伊東 佑希子 伊藤 雅子 岩田 栞

8 ウコンの力
右近 貴志 二塚 祐介

慶山 祐子 谷口 遥香

9 グリーングリーン
有吉 正浩 石原 正信 古川 知史

芝好 綾子 吉岡 由紀子 有吉 登志子

10 もんきーず
今河 亮 澤井 達也 佐古 浩輔

中川 麻衣 林    安居院 裕美子

11 ちーむ やっさん
澤井 壽士 高橋 快 安本 晃通

嶋 晴菜 馬渕 幸代

12 チーム ぺろん
饗庭 亮輔 中井 眞啓 由良 光博

勘米良 万寿美 由良 万里子 矢野 紗恵子

13 チーム プリンズ
西村 尚彦 田中 康一 熊谷 光訓 中島 治

西村 徳子 熊谷 美穂 澤田 直美

14 HANA
金村 滋 西村 豊 久保田 定男

金村 弓美恵 金村    澤田    

15 Tau
山口 佳司 山田 雅弘

齋藤 藍子 寺師 梓 松山 千帆

16 大西   
南郷 泰孝 大西 哲也

井上 裕子 大西 有美 上門   子

17 レジェンズ
桐野 和彦 山田 康之

加藤 真由子 平野 香波

18 You-Jinクラブ
瀧 宏明 川村 敬司 楠田 紘三

岩本   代 松本 恵 森本 祐可

19 Team ツムツム
乾野 修平 猿渡 宅磨

菅村 由香 國瀬 舞 横本 涼子



京滋会場

 予選   戦 
試合方法       先取      

試合順序   各対戦  男子 女子              計 試合

    勝敗 順位

    

          

    
          

            

勝敗    勝敗    

      

          

    
          

            

勝敗    勝敗    

        

          

    
          

            

勝敗    勝敗    

 予選   戦 
試合方法       先取      

試合順序   各対戦  男子 女子              計 試合

    勝敗 順位

 大西   

          

    
          

            

勝敗    勝敗    

     力

          

    
          

            

勝敗    勝敗    

         

          

    
          

            

勝敗    勝敗    



京滋会場

 予選   戦 
試合方法       先取      

試合順序   各対戦  男子 女子              計 試合

    勝敗 順位

         

          

    
          

            

勝敗    勝敗    

     

          

    
          

            

勝敗    勝敗    

         

          

    
          

            

勝敗    勝敗    

 予選   戦 
試合方法       先取      

試合順序   各対戦  男子 女子              計 試合

    勝敗 順位

        

          

    
          

            

勝敗    勝敗    

            

          

    
          

            

勝敗    勝敗    

         

          

    
          

            

勝敗    勝敗    



京滋会場

 予選   戦 
試合方法       先取      

試合順序   各対戦  男子 女子              計 試合

    勝敗 順位

      

          

    
          

            

勝敗    勝敗    

         

          

    
          

            

勝敗    勝敗    

           

          

    
          

            

勝敗    勝敗    

 予選   戦 
試合方法       先取      

試合順序   各対戦  男子 女子              計 試合

     勝敗 順位

           

          

    
          

            

勝敗    勝敗    

    

          

    
          

            

勝敗    勝敗    

      

          

    
          

            

勝敗    勝敗    

          

          

    
          

            

勝敗    勝敗    



京滋 会場

 順位別トーナメント  

 位トーナメント
     

1 Team     

2 ちーむ      
6-2 6-0

3 ウコンに力
6-4 6-1

2-6 6-1 10-6

4 Ride on

5 Free Style 6-2・6-2

6 もんきーず
6-4 6-3

6-0 6-0

7 レジェンズ

2位      
     

1 大西さんち

2 Tau 6-1・1-6・
10-33 HANA

4 すえちゃん
6-4・6-1

6-4・6-4

5 チーム  プリンズ
6-2・6-0

6 KYR

 位トーナメント
     

1 チーム  ぺろん

2 Yasunaga 4-6・6-2・
11-9 6-3・6-4

3 OOPS BLACK 6-2・3-6・11-9

4 グリーングリーン 6-3・6-5

5 Yuo-jin     
6-3・5-6・10-6

6 OOPS RED


