
開催日：10月3日（土）

会場：昭和の森テニスセンター（東京都、昭島市）

会心の一撃 VIVA華金
広島会場代表 静岡会場代表

アヒージョからのバゲッド 3-0 2-1 貴重な土曜日
宮城会場代表 3-0 M：6-2 M：2-6 3-0 富山会場代表

M：6-2 W：6-4 W：6-3 M：6-2

おナベの100万倍太陽拳 W：6-0 Mix：6-1 Mix：6-5 W：6-2 すみウォッチ
香川会場代表 Mix：6-5 ７ 6 Mix：6-3 兵庫会場代表

５ 7

Team MS チャイナにいっちゃいな！

東京会場代表 2-1 長野会場代表
2-1 M：6-5

C☆A☆P M：4-6 2 W：0-6 S・T・K
千葉会場代表 W：6-3 M：6-5 2 4 Mix：6-5 沖縄会場代表

Mix：6-3 W：6-5 7 7

豚 Mix：3-6 北斗七星
埼玉会場代表 3-0 大分会場代表

M：6-0

チーム Ｋ W：6-1 teamツムツム
石川会場代表 Mix：6-0 京滋会場代表

2-1 7

マルモトップガン M：6-4 1 筋肉痛
神奈川会場代表 W：2-6 新潟会場代表

Mix：6-3 3

金麦よりプレモル 7

佐賀会場代表 3-0

2-1 M：6-5

まさおキング M：3-6 W：6-4 俺の餃子房
大阪会場代表 W：6-1 2-1 Mix：6-3 北海道会場代表

Mix：6-5 M：6-3

ソルジャーズ W：2-6

愛知会場代表 Mix：6-4
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Bye

１、２回戦。６ゲーム先取ノーアドバンテージ方式
（男子Ｄ、女子Ｄ、ＭｉｘＤ勝敗が決まっていても打ち
切り無し）

３回戦以降。７ゲーム先取ノーアドバンテージ方式
のリレーマッチ（男子Ｄ、女子Ｄ、ＭｉｘＤの対戦（順
番は試合前のｼﾞｬﾝｹﾝにて決定）を繰り繰り返し、７

ゲームを先に取ったチームが勝利。
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試合方法：
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決勝大会

優勝
まさおキング
大阪会場代表

7-4



」 チーム名 ① ② ③ ④
三浦 隆大 流　一馬
堀川　奈緒子 山下　ちなみ
渡辺　怜治 月村　翔一
渡辺　玲那 富田　早由利 三浦　由子
遠藤 豪 大城　光
山本　翔子 間中　早紀
丸本 徹也 城所 壮太 富田 祐希 竹中 崇
井手 史佳 綱川 真弓 二口 祐子 金丸 瑞規
西岡 友之 田口　正一郎
河田　景子 浅野　旬子
佐藤　優哉 太刀岡　祐 熊谷　宗敏
中村　香澄 吉岡　舞 難波　沙樹子
良田 耕一 乳井　健二 中岡　和也
良田 かんな 辻村 香名子 折居　千恵美
片岡　慎 平塚　真吾 須賀　翼
土屋　奈夏 松井　小麦 木川　里奈
八ツ橋　朋大 杉森　駿 南沢　真人
阿部　遙 大村　絵里

加巳野　一八 能村　仁
福田　彩加 中川　愛菜
岡崎　領 山下　龍太朗 八木　宏和
鷲見 由佳 福井 恵実
海野　健太 東　貴大 秋山　雄亮
清水　春南 東　由貴 中川　知聡
小林　一成 大槻　真寛
賀茂 亜佳音 高木　翼
炭本　恭一郎 衛藤　雅弘 射場　涼一
安田　紘子 山際　絵梨
乾野　修平 猿渡　拓麻
菅村　由香 横本　涼子
馬上 佳祐 流田 祐邦 半場 正浩
伊藤 綾香 上原 典子
黄　賢人 渡部　耕平
柳原　杏美 上地　敦子 藤原　玉穂
富崎　優也 大田尾　修造
飯沼　梨沙 藤川　遙 大田尾　陽子

力武　祐樹 野口　雅弘 大木　謙
柿本 あゆみ 南　もも子 越野　有香
松本 敬一郎 新里　朝輝 宮城　陵太 萩原　由法
広瀬　るりえ 仲村　利沙 比嘉　江莉子
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決勝大会参加チーム・メンバー

北海道
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