
優勝
準優勝

３位
４位
５位

齋藤  新悟 ﾄｺﾛﾃﾝ 早坂  一史 F4
北村  宣喜 ﾄｺﾛﾃﾝ 齋藤北村 早坂木田 木田  恵介 FFTC

山野井 浩志 ダボ ６２ ６２ 小峰  翔大 共栄大
杉本  一夫 ダボ 齋藤北村 出口糸井 塚田  祐輝 共栄大
尾﨑  研吾 ｱﾙﾄ ６１ ７６(4) 川島  修平 fun
藤山  浩志 ｱﾙﾄ 武藤相楽 出口糸井 中村  大樹 ﾙﾈｻﾝｽ
武藤  潤一 ﾄｺﾛﾃﾝ W.O ６３ 出口  卓央 ｱﾙﾄ
相楽  有三 ﾄｺﾛﾃﾝ 糸井  大典 ｱﾙﾄ

長谷川 幸太 武里 ６４ ６４ 熊田  靖雄 ダボ
白子  邦明 ｱﾙﾄ 長谷川白子 熊田米丸 米丸  一樹 ｻﾀﾃﾞｰ
笠井  省吾 ﾚｯｽﾞ ６０ ６２ 米地    篤 武里
渡辺  宏司 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 長谷川白子 町田瀬戸 花田  一成 武里
馬場    翔 fun ６０ ６２ 中野    憲 春硬
小林    純 fun 馬場小林 町田瀬戸 斎藤  聖也 春硬
高野    薫 ﾙﾈｻﾝｽ W.O ６３ 町田  兆至 FFTC
徳永  隆彦 ﾙﾈｻﾝｽ 瀬戸  秀治 FFTC

３位決定戦 ５位決定戦

齋藤  新悟 ﾄｺﾛﾃﾝ 武藤  潤一 ﾄｺﾛﾃﾝ
北村  宣喜 ﾄｺﾛﾃﾝ 齋藤北村 馬場小林 相楽  有三 ﾄｺﾛﾃﾝ
町田  兆至 FFTC ６０ ７５ 馬場    翔 fun
瀬戸  秀治 FFTC 小林    純 fun

早坂  一史 F4
早坂木田 木田  恵介 FFTC

６１ 熊田  靖雄 ダボ
米丸  一樹 ｻﾀﾃﾞｰ

優勝
準優勝

３位
４位
５位

長谷川 純子 武里 君村  規子 中野
木田  美希 FFTC 小板橋三村 北原川渕 前田 かおり ﾚｯｽﾞ

小板橋 明子 ﾄｺﾛﾃﾝ ６３ ６３ 北原  佳子 春硬
三村  彩花 ﾄｺﾛﾃﾝ 小板橋三村 川渕  奈穂 春硬
寺島  理恵 ﾚｯｽﾞ ７５ 北原川渕

中村  尋子 春硬 ６１

高見  昌代 F4 樋口 たか子 ﾚｯｽﾞ
椋野  玲子 ﾚｯｽﾞ 羽田野袴塚 秋葉倉持 樋口  夏鈴 ﾚｯｽﾞ

羽田野 東海 共栄大 ７５ ７６(7) 秋葉    彩 MAX
袴塚  南希 共栄大 倉持  則子 春硬

３位決定戦 ５位決定戦

羽田野 東海 共栄大 長谷川 純子 武里
袴塚  南希 共栄大 秋葉倉持 長谷川木田 木田  美希 FFTC
秋葉    彩 MAX ７５ ６１ 高見  昌代 F4
倉持  則子 春硬 椋野  玲子 ﾚｯｽﾞ

君村  規子 中野
樋口樋口 前田 かおり ﾚｯｽﾞ

６２ 君村  規子 中野
前田 かおり ﾚｯｽﾞ

羽田野 東海 ・ 袴塚  南希
長谷川 純子 ・ 木田  美希

小板橋三村

６０

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

長谷川白子 出口糸井

早坂木田

６４
Ｃ

北原  佳子 ・ 川渕  奈穂

4 8

5 9

長谷川白子

７５

1

16

7

秋葉    彩 ・ 倉持  則子

3

1 6

2

15

8 16

Ａ

Ｂ

小板橋 明子 ・ 三村  彩花

7

3 11

4 12

＜  女子予選会  庄和コート  ＞

Ｄ

平成30年2月4日
平成２９年度 春日部市冬季ダブルス大会 兼 県 ・ 東部郡市予選会

＜  男子  予選会  庄和コート  ＞

1 9

長谷川 幸太 ・ 白子  邦明
出口  卓央 ・ 糸井  大典
齋藤  新悟 ・ 北村  宣喜
町田  兆至 ・ 瀬戸  秀治
早坂  一史 ・ 木田  恵介

2 10

小板橋三村

６１

長谷川木田

６２

5 13

6 14



平成２９年度春日部市冬季ダブルス大会（非予選会）

＜   男子 非予選会Ａ  庄和コート   ＞

優勝

準優勝

３位

４位

Ａブロック Ｂブロック
氏名 クラブ Ａ１ Ａ２ Ａ３ Ａ４ 勝－負 順位 氏名 クラブ Ｂ１ Ｂ２ Ｂ３ Ｂ４ 勝－負 順位

清水    謙 武里 関根    健 ﾄｺﾛﾃﾝ

加藤    稔 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 渡邉  善仁 ﾄｺﾛﾃﾝ

高橋  謙造 ﾚｯｽﾞ 豊田  裕光 ﾙﾈｻﾝｽ

香川  安徳 ﾚｯｽﾞ 相澤  勝久 ｻﾀﾃﾞｰ

太田  友徳 ﾚｯｽﾞ 圷    秀和 ﾚｯｽﾞ

増田  勝也 ﾚｯｽﾞ 甲賀  栄貴 ﾚｯｽﾞ

荒川  敬嗣 ﾄｺﾛﾃﾝ 小松  尚次 F4

羽石  隆志 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 太田  友徳 ﾚｯｽﾞ

Ｃブロック Ｄブロック
氏名 クラブ Ｃ１ Ｃ２ Ｃ３ Ｃ４ 勝－負 順位 氏名 クラブ Ｄ１ Ｄ２ Ｄ３ Ｄ４ 勝－負 順位

田口   滋 ﾍﾟｶﾞｻｽ 藤本  勇二 ﾚｯｽﾞ

山本  雄史 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 米倉  靖行 ﾚｯｽﾞ

吉弘  岳男 ﾚｯｽﾞ 栗原  謙司 YOU

樋口  智明 ﾚｯｽﾞ 丸山  秀幸 YOU

春日  敏雄 中野 篠崎  智紀 ﾚｯｽﾞ

郡嶋  政司 ダボ 長谷川 典夫 ﾚｯｽﾞ

千代田 範人 ﾚｯｽﾞ 小林  雄一 ﾄｺﾛﾃﾝ

大川    翼 ﾚｯｽﾞ 関根    猛 ﾍﾟｶﾞｻｽ

Ｅブロック Ｆブロック
氏名 クラブ Ｅ１ Ｅ２ Ｅ３ Ｅ４ 勝－負 順位 氏名 クラブ Ｆ１ Ｆ２ Ｆ３ Ｆ４ 勝－負 順位

品田  賢大 ｱﾙﾄ 海老原 拓斗 共栄大

染谷  淳一 ｱﾙﾄ 森下  功貴 共栄大

田辺  翔太 ﾄｺﾛﾃﾝ 日高    誠 ﾚｯｽﾞ

堀江    誠 ﾄｺﾛﾃﾝ 倉上  雄樹 ﾚｯｽﾞ

佐藤    誠 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 春日  敏雄 中野

芦田  秀史 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 郡嶋  政司 ダボ

木村    敦 ﾚｯｽﾞ 倉橋    渉 ﾚｯｽﾞ

井上  桂宏 ﾚｯｽﾞ 相楽    毅 ﾚｯｽﾞ

青字：メンバー変更 欠場 ： C3中村誉・角屋涼太

１位トーナメント ３位決定戦

清水    謙 武里 田口   滋 ﾍﾟｶﾞｻｽ

加藤    稔 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 山本  雄史 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 田口山本

豊田  裕光 ﾙﾈｻﾝｽ 清水加藤 海老原 拓斗 共栄大 ６２

相澤  勝久 ｻﾀﾃﾞｰ 田口山本 ６１ 森下  功貴 共栄大

田口   滋 ﾍﾟｶﾞｻｽ ７５

山本  雄史 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 清水加藤

藤本  勇二 ﾚｯｽﾞ ６１

米倉  靖行 ﾚｯｽﾞ 藤本米倉

木村    敦 ﾚｯｽﾞ ６０ 藤本米倉

井上  桂宏 ﾚｯｽﾞ ６３

海老原 拓斗 共栄大

森下  功貴 共栄大

Cブロックへ

清水    謙 ・ 加藤    稔

藤本  勇二 ・ 米倉  靖行

田口   滋 ・ 山本  雄史

海老原 拓斗 ・ 森下  功貴

Ｃ

Ｄ

Ｆ２

Ｄ４

Ｅ

Ｆ

１－１ ２

Ａ

Ｂ

１ Ｆ４ １－８ ⑧－７Ｅ４ ⑧－１ ⑧－１ ２－０

０－２ ３

Ｅ３ ⑧－５ １－８ １－１ ２ Ｆ３

１－８ ７－８Ｅ２

⑧－１ ⑧－１ ２－０ １

２－１ ２

Ｅ１ ５－８ １－８ ０－２ ３ Ｆ１

１－６ ⑥－４ ⑥－１Ｃ４

４－６ ⑥－３ １－６ １－２ ３

０－３ ４

Ｆ３ １－８ ⑧－１ １－１ ２ Ｄ３

３ Ｄ２ １－６ ３－６ ４－６Ｃ２ １－８ １－８ ０－２

⑥－１ ⑥－４ ⑥－１ ３－０ １

１－１ ２

Ｃ１ ⑧－１ ⑧－１ ２－０ １ Ｄ１

２ Ｂ４ ⑧－４ ５－８Ａ４ ０－８ ⑧－４ １－１

２－０ １

Ａ３ Ｂ３

３ Ｂ２ ⑧－６ ⑧－５Ａ２ ２－８ ４－８ ０－２

６－８ ４－８ ０－２ ３

平成30年2月11日

Ａ１ ⑧ー２ ⑧－０ ２－０ １ Ｂ１



平成２９年度春日部市冬季ダブルス大会（非予選会）

＜   女子 非予選会Ａ   大沼コート  ＞

優勝

準優勝

３位

４位

Ａブロック Ｂブロック
氏名 クラブ Ａ１ Ａ２ Ａ３ Ａ４ 勝－負 順位 氏名 クラブ Ｂ１ Ｂ２ Ｂ３ Ｂ４ 勝－負 順位

日下部由美子 MAX 柴田 真由美 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ

堀内  聡乃 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 宮本  祐子 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ

山本 美恵子 ﾚｯｽﾞ 倉橋  玲子 ﾚｯｽﾞ

藤田  祐子 ﾚｯｽﾞ 倉橋  杏実 ﾚｯｽﾞ

荒木  幸子 ﾚｯｽﾞ 中村  貴子 ﾚｯｽﾞ

名倉 富美子 F4 石崎 さとみ ﾚｯｽﾞ

渡邉  和子 ﾚｯｽﾞ 齋藤    愛 ﾄｺﾛﾃﾝ

齋藤  千歳 ﾚｯｽﾞ 野村  恵美 ﾄｺﾛﾃﾝ

Ｃブロック Ｄブロック
氏名 クラブ Ｃ１ Ｃ２ Ｃ３ Ｃ４ 勝－負 順位 氏名 クラブ Ｄ１ Ｄ２ Ｄ３ Ｄ４ 勝－負 順位

堀井  萌江 中野 内藤  周子 ﾚｯｽﾞ

加藤  晶子 中野 海老島 美枝 ﾚｯｽﾞ

大久保 美香 ﾚｯｽﾞ 山口  美幸 ﾄｺﾛﾃﾝ

舟幡  綾子 ﾚｯｽﾞ 蓜島  光代 ﾄｺﾛﾃﾝ

坂田  利永 ﾚｯｽﾞ 野村  由華 ﾚｯｽﾞ

古澤  優子 春硬 井上  真美 ﾚｯｽﾞ

小池  絵理 YOU 小坂  早苗 中野

又木  紅美 ﾚｯｽﾞ 堀本  陽子 春硬

Ｅブロック
氏名 クラブ Ｅ１ Ｅ２ Ｅ３ Ｅ４ 勝－負 順位

細野  美和 ﾚｯｽﾞ

谷利 麻理子 武里

西森 美詠子 ﾄｺﾛﾃﾝ

梅澤  智美 ﾄｺﾛﾃﾝ

大野  梨香 ﾚｯｽﾞ

大橋  悦子 ﾚｯｽﾞ

苅谷 由紀子 ﾚｯｽﾞ

柴田  友紀 中野

１位トーナメント

日下部由美子 MAX ３位決定戦

堀内  聡乃 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 日下部堀内

中村  貴子 ﾚｯｽﾞ ６３ 大久保 美香 ﾚｯｽﾞ

石崎 さとみ ﾚｯｽﾞ 大久保舟幡 舟幡  綾子 ﾚｯｽﾞ 大久保舟幡

大久保 美香 ﾚｯｽﾞ ６２ 日下部堀内 野村  由華 ﾚｯｽﾞ ６０

舟幡  綾子 ﾚｯｽﾞ ６２ 井上  真美 ﾚｯｽﾞ

野村  由華 ﾚｯｽﾞ

井上  真美 ﾚｯｽﾞ 大野大橋

大野  梨香 ﾚｯｽﾞ ６５

大橋  悦子 ﾚｯｽﾞ

日下部由美子 ・ 堀内  聡乃

大野  梨香 ・ 大橋  悦子

大久保 美香 ・ 舟幡  綾子

野村  由華 ・ 井上  真美

Ｅ

３

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ４ ２－６ ⑥－１ ０－６ １－２

４

Ｅ３ ⑥－４ ⑥－２ ⑥－０ ３－０ １

Ｅ２ ０－６ ２－６ １－６ ０－３

１－２ ３

２

２ １－６

Ｅ１ ⑥－０ ４－６ ⑥－２ ２－１

⑥－１ ３－０Ｄ３

Ｃ４ ⑥－３ ２－６ ⑥－３ ２－１ Ｄ４ ０－６ ⑥－１

１

０－３ ４１－６

⑥－５ ⑥－０Ｃ３ ５－６ ２－６ ３－６ ０－３ ４

１ Ｄ２ ４－６ ０－６Ｃ２ ⑥－０ ⑥－２ ⑥－２ ３－０

⑥－４ ５－６ ⑥－０ ２－１ ２

２－１ ２

Ｃ１ ０－６ ⑥－５ ３－６ １－２ ３ Ｄ１

２ Ｂ４ ⑥－２ ⑥－１ ２－６Ａ４ ２－６ ⑥－５ ⑥－３ ２－１

⑥－４ ⑥－２ ⑥－２ ３－０ １

０－３ ４

Ａ３ ０－６ ０－６ ３－６ ０－３ ４ Ｂ３

３ Ｂ２ ２－６ ２－６ １－６Ａ２ ２－６ ⑥－０ ５－６ １－２

⑥－２ ４－６ ２－６ １－２ ３

平成30年2月4日

Ａ１ ⑥－２ ⑥－０ ⑥－２ ３－０ １ Ｂ１



平成２９年度春日部市冬季ダブルス大会（非予選会）

＜   男子 非予選会Ｂ   大沼コート ＞

Ａブロック
氏名 クラブ Ａ１ Ａ２ Ａ３ Ａ４ Ａ５ 勝－負 優勝

都倉  貴宏 ﾙﾈｻﾝｽ 準優勝

野口  照夫 ﾙﾈｻﾝｽ ３位

田中  信介 ﾄｺﾛﾃﾝ ４位

吉田  秀顕 ﾄｺﾛﾃﾝ

高橋  正仁 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ

上原    浩 ｻﾀﾃﾞｰ

澤田  和義 ﾘｱﾙｵﾌ

玉城  英治 ﾘｱﾙｵﾌ

浦部  一男 春硬

坂野  優壮 春硬

Ｂブロック Ｃブロック
氏名 クラブ Ｂ１ Ｂ２ Ｂ３ Ｂ４ 勝－負 順位 氏名 クラブ Ｃ１ Ｃ２ Ｃ３ Ｃ４ 勝－負 順位

松林    繁 F4 圓子  恭弘 春硬

棚町  謙一 F4 伊藤  謙太 春硬

山嵜    誠 ﾘｱﾙｵﾌ 高鳥  信一 ﾚｯｽﾞ

鳥海  賢一 ﾘｱﾙｵﾌ 小林  卓也 ﾚｯｽﾞ

大杉  潤一 ﾙﾈｻﾝｽ 尾崎    徹 F4

安下  純平 ﾙﾈｻﾝｽ 吉中  康哲 F4

橋本  真吾 武里 田中  信介 ﾄｺﾛﾃﾝ

石川    洋 武里 吉田  秀顕 ﾄｺﾛﾃﾝ

Ｄブロック
氏名 クラブ Ｄ１ Ｄ２ Ｄ３ Ｄ４ 勝－負 順位 欠場 ： C４高草木正俊・松本和生

今村  隆文 フジ

四家  喜一 フジ

宍倉  正浩 春硬

井上  智夫 春硬

直井  和徳 fun

竹内  達彦 fun

森田    誠 ﾙﾈｻﾝｽ

高野  幹裕 ﾙﾈｻﾝｽ

１位トーナメント ３位決定戦

高橋  正仁 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 高橋  正仁 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ

上原    浩 ｻﾀﾃﾞｰ 大杉安下 上原    浩 ｻﾀﾃﾞｰ 高橋上原

大杉  潤一 ﾙﾈｻﾝｽ ６４ 高鳥  信一 ﾚｯｽﾞ ６５

安下  純平 ﾙﾈｻﾝｽ 直井竹内 小林  卓也 ﾚｯｽﾞ

高鳥  信一 ﾚｯｽﾞ ６２

小林  卓也 ﾚｯｽﾞ 直井竹内

直井  和徳 fun ６０

竹内  達彦 fun

直井  和徳 ・ 竹内  達彦

大杉  潤一 ・ 安下  純平

高橋  正仁 ・ 上原    浩

高鳥  信一 ・ 小林  卓也

Ｄ

４

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ４ ２－６ ４－６ ２－６ ０－３

２

Ｄ３ ⑥－３ ⑥－２ ⑥－２ ３－０ １

Ｄ２ ⑥－５ ２－６ ⑥－４ ２－１

１－２Ａ２ ３－６ １－６ ４

Ｄ１ ５－６ ３－６ ⑥－２ １－２ ３

４ ⑥－３Ｂ４ ５－６ ４－６ ⑥－３ １－２

⑥－４ ２－６ ３－６ １－２Ｃ３ ２

３－０ １

Ｂ３ ⑥－３ ⑥－４ ３－６ ２－１
１

(直対）

２ Ｃ２ ⑥－３ ⑥－２ ⑥－１Ｂ２ ⑥－２ ４－６ ⑥－４ ２－１

３－６ ４－６ ⑥－３ １－２ ３

０－３ ４

Ｂ１ ２－６ ３－６ ⑥－５ １－２
３

(直対）
Ｃ１

Ａ５ ３－６ ２－６ ４－６

３－０ １

Ａ４ ⑥－２ ５－６ ⑥－４ ２－１ ２

Ａ３ ⑥－３ ⑥－５ ⑥－２

３

Ａ２ Cブロックへ

平成30年2月4日

順位

Ａ１ ３－６ ２－６ ⑥－３ １－２



平成２９年度春日部市冬季ダブルス大会（非予選会）

＜   女子 非予選会Ｂ  大沼コート ＞

Ａブロック
氏名 クラブ Ａ１ Ａ２ Ａ３ Ａ４ Ａ５ 勝－負 優勝

萩原  圭子 ﾄｺﾛﾃﾝ 準優勝

三井  咲美 ﾄｺﾛﾃﾝ ３位

小林 美弥子 春硬 ４位

高橋  陽子 春硬

小路  由美 ﾚｯｽﾞ

米澤 久美子 ﾚｯｽﾞ

岡山  和恵 ﾙﾈｻﾝｽ

神山  陽子 ﾄｺﾛﾃﾝ

彦野  秀子 武里

彦野 由香里 武里

Ｂブロック Ｃブロック
氏名 クラブ Ｂ１ Ｂ２ Ｂ３ Ｂ４ 勝－負 順位 氏名 クラブ Ｃ１ Ｃ２ Ｃ３ Ｃ４ 勝－負 順位

戸枝 よし江 F4 三枝 由起枝 ﾚｯｽﾞ

高津戸恵美子 ﾄｺﾛﾃﾝ 上澤  芳江 ﾄｺﾛﾃﾝ

跡部 いずみ 春硬 尾崎  裕子 F4

福島 たえ子 春硬 志賀 三千代 F4

新実  昌美 fun 須貝  裕美 ｻﾀﾃﾞｰ

牧    良子 fun 横井  直美 ﾄｺﾛﾃﾝ

森泉    薫 ダボ 細木  洋子 春硬

後庵  恭子 ﾚｯｽﾞ 板坂  友子 春硬

Ｄブロック Ｅブロック
氏名 クラブ Ｄ１ Ｄ２ Ｄ３ Ｄ４ 勝－負 順位 氏名 クラブ Ｅ１ Ｅ２ Ｅ３ Ｅ４ 勝－負 順位

山田  昌江 春硬 宮岡  祐子 ﾚｯｽﾞ

沙魚川  彩子 春硬 荒井  妙子 ﾚｯｽﾞ

日吉  春子 ﾙﾈｻﾝｽ 田中  優子 ﾄｺﾛﾃﾝ

田中 てるみ MAX 森田  智愛 fun

山木 真知子 ﾚｯｽﾞ 田村  浩美 ﾙﾈｻﾝｽ

森田  和子 fun 鈴木  真澄 ﾙﾈｻﾝｽ

佐藤  秀子 ﾄｺﾛﾃﾝ 河村  幸子 春硬

中野 みゆき 中野 斉藤 由美子 春硬

Ｆブロック 青字：メンバー変更

氏名 クラブ Ｆ１ Ｆ２ Ｆ３ Ｆ４ 勝－負 順位 欠場 ： F4松本雅子・谷口真弓

柴田  圭子 ﾄｺﾛﾃﾝ

桑野  春美 ﾄｺﾛﾃﾝ

谷川 久美子 ﾚｯｽﾞ

佐藤  友美 ﾚｯｽﾞ

野呂  恵子 春硬

岩田 美智子 ﾙﾈｻﾝｽ

小路  由美 ﾚｯｽﾞ

米澤 久美子 ﾚｯｽﾞ

１位トーナメント ３位決定戦

小林 美弥子 春硬 小林 美弥子 春硬

高橋  陽子 春硬 高橋  陽子 春硬 小林高橋

森泉    薫 ダボ 森泉後庵 小路  由美 ﾚｯｽﾞ W.O
後庵  恭子 ﾚｯｽﾞ 森泉後庵 ６４ 米澤 久美子 ﾚｯｽﾞ

三枝 由起枝 ﾚｯｽﾞ ６２

上澤  芳江 ﾄｺﾛﾃﾝ 森泉後庵

佐藤  秀子 ﾄｺﾛﾃﾝ ６１

中野 みゆき 中野 佐藤中野

宮岡  祐子 ﾚｯｽﾞ ６５ 佐藤中野

荒井  妙子 ﾚｯｽﾞ ５２Ret

小路  由美 ﾚｯｽﾞ

米澤 久美子 ﾚｯｽﾞ

森泉    薫 ・ 後庵  恭子

佐藤  秀子 ・  中野 みゆき

小林 美弥子 ・ 高橋  陽子

小路  由美 ・ 米澤 久美子

Ｄ

Ｅ

⑥－５ ３－０

４

Ｆ

１

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ａ３ ⑥－３ ⑥－３

３Ｆ３ ３－６ ⑥－１ ５－６ １－２

２－１ ２

１

Ｆ２ ３－６ １－６ ３－６ ０－３

３－０ Ｅ４ ０－６ ０－３ ４

Ｆ１ ⑥－３ ⑥－３ ３－６

⑥－５ １－２Ｅ３

５－６Ｄ４ ⑥－３ ⑥－１ ⑥－２ ０－６

３

２－１ ２

Ｄ３ ⑥－４ ⑥－２ ２－６ ２－１ ２

３ Ｅ２ ５－６ ⑥－１

１－６ １－６

⑥－０Ｄ２ ⑥－４ ２－６ １－６ １－２

⑥－５ ⑥－１ ⑥－０ ３－０ １

２－１ ２

Ｄ１ ４－６ ４－６ ３－６ ０－３ ４ Ｅ１

１ Ｃ４ ３－６ ⑥－２ ⑥－４Ｂ４ ⑥－２ ⑥－２ ⑥－３ ３－０

３－６ ⑥－０ ４－６ １－２ ３

０－３ ４

Ｂ３ ３－６ ⑥－３ ３－６ １－２ ３ Ｃ３

４ Ｃ２ ０－６ ０－６ ２－６Ｂ２ ２－６ ３－６ ２－６ ０－３

⑥－０ ⑥－３ ⑥－３ ３－０ １

１－２ ４

Ｂ１ ⑥－２ ⑥－３ ２－６ ２－１ ２ Ｃ１

Ａ５ １－６ ３－６ ⑥－４

Ａ４ ⑥－２ ５－６ ４－６ １－２ ２

Ａ３ Fブロックへ

３

Ａ２ ⑥－５ ⑥－５ ⑥－３ ３－０ １

平成30年2月11日

順位

Ａ１ ５－６ ２－６ ⑥－１ １－２


