
「第３６回教育長杯テニス大会（シングルス）」ドローのご案内

平成 ２９年 １０月３０日

 東広島市テニス協会
１． ［主催］ 東広島市テニス協会

２．　［後援］ 東広島市教育委員会

　　　[協賛]

３．開催日程

平成２９年１１月４日（土）　；男A/Ｂ/C/D級、女C/D級

平成２９年１１月５日（日）　；壮年AB/CD級、女Ａ/Ｂ級、残り試合

　　　　予備日；１１月１１日（土）・１１月１２日（日）　　

・タイムスケジュール（試合開始予定時刻 及び集合時間）はドローで確認して下さい。
・1日目のラウンドを予定よりも進める場合があります（逆に、途中で打ち切る場合も）。
・2日目のスケジュールは、1日目終了時に確認して下さい。

４．会場
・アクアパーク（東広島運動公園）テニスコート (TEL 082-425-2525)  オムニ１２面

５．試合方法等

・トーナメント戦は、全試合８ゲームプロセット（８-８タイブレーク）、セミアドバンテージ方式です。

・リーグ戦は、１セットマッチ（６-６タイブレーク）、セミアドバンテージ方式です。

 （但し、棄権等で１試合しかできない場合は８ｹﾞｰﾑ･ﾌﾟﾛｾｯﾄ、セミアドバンテージ方式とします。）

・全試合審判はセルフジャッジとします。

  注）ライン上に落ちたボールは全てインプレイです。疑わしくは相手に有利な判定をお願いします。

・試合前の練習はサービス４本のみとします。

６．使用球 ： ブリジストンＸＴ－８

７．ルール （ＪＴＡ規則に従う）

８．服装規定（東広島市テニス協会競技規則に従う）

注）習慣的に認められているテニスウェアを着用のこと（長ズボン着用はＯＫ）。

（★但し、11月～3月はウォームアップスーツ等の着用を認める）。

９．注意事項

（１）受付時間厳守

タイムスケジュール（集合時間）までに、出席を届けて下さい。

【試合進行状況によっては集合時間に試合を開始します】

（試合開始予定時刻に遅刻した者は失格となる場合がある。）

・オーダオブプレー（コート割）で行いますので掲示板に注意して下さい。

  番号の若い組がボール、スコアカード等を本部まで取りにきて待機して下さい。

・試合結果は勝者がボール、スコアカード等を一緒に本部まで届けて下さい。

 　（セットボールは持ち帰らないで下さい！；５０円（オムニ使用）／球で販売します。）

・試合進行によっては試合の順番が変わることがあります。

（２）当日の当番（運営）と担当レフェリー（ロービングアンパイア兼任）

・運営担当；協会役員 他

・大会レフェリー；高橋 　 アシスタントレフェリー；二川、平川
特にフットフォールトをコールしますのでご注意下さい。

（３）雨天時の対応

 ・雨天の場合もテニスコートに集合下さい。

・大会運営担当者より試合開始時刻等の変更について、会場で指示を受けて下さい。

・雨天の場合でも待機し午後より試合を開始することがありますので注意して下さい。

 　　 電話での試合進行等に関する問合わせは行わないで下さい。

（４）その他

・全てのプレーヤーを公平に扱います。

・本要項は、天候等やむを得ない事情により、変更する場合があります。

 　　 （５）お願い

・ゴミは各自持ち帰って下さい。

・タバコは規定された場所でお願いします。

・駐車スペースは限られていますので、乗り合わせてお越し下さい。

・樹木保護のため車は前進駐車をお願いいたします。
・児童公園付近では練習をしないようにお願いします。

★★★棄権される場合は、事前にレフェリーへ連絡して下さい。（遅くても集合時間前に！）。
※事前連絡なしに棄権された場合は、HP上で厳重注意します。
０８０－３０５４－１４２７　（ﾒｰﾙ； ehta05307★softbank.ne.jp  )
尚、メール；は★を＠(大文字)の小文字に変換してご使用ください。
　（迷惑メール防止の為、＠の小文字は使っておりません）



クラス別会場と日程別試合消化予定数

２日目

ｱｸｱﾊﾟｰｸ ｱｸｱﾊﾟｰｸ

男Ａ ○ ○

男Ｂ ○ ○

男Ｃ ○ ○

男Ｄ ○ ○

壮年AB ○

壮年CD ○

女Ａ ○

女B ○

女C ○ ○

女D ○ ○

合計 ★９５試合 ★４６試合

●試合消化の進度や天候等により、予定試合数が変更になる可能性があります。

●2日目および順延日の集合時刻については、会場で当日ご確認ください。

１日目



表彰対象者 次年度昇級対象者

Ａ 優勝、準優勝 －

Ｂ 優勝、準優勝、第３位 優勝、準優勝

Ｃ 優勝、準優勝、第３位 優勝、準優勝、ベスト４

Ｄ 優勝、準優勝、第３位 優勝、準優勝

壮年ＡＢ 優勝、準優勝 －

壮年ＣＤ 優勝 －

Ａ 優勝 －

Ｂ 優勝 優勝

Ｃ 優勝、準優勝 優勝

Ｄ 優勝、準優勝 優勝

※　優勝された方は、表彰式後にホームページ掲載用の写真を撮らせて頂きますので、
　　ご協力ください。

開催クラス

「第３６回　教育長杯テニス大会（シングルス）」表彰及び昇級対象者

男子

女子



第３６回教育長杯テニス大会（男子Ａ級）　【１日目】
　　　　　　［８ゲームプロセット］（セミアド方式）

(1)　崔　龍範

(西条ﾛｲﾔﾙTC)

    Bye

4439 (2)松村　颯大

(近大工学部)

4429 (3)浅野　友貴

(近大工学部)

211 (4)斉藤　桂

(シャープTC)

4413 (5)松原　光希

(近大工学部)

3429 (6)戸光　翼

(Pot Belly)

4427 (7)相賀　将志

(近大工学部)

4417 (8)斎藤　雄史

(近大工学部)

805 (9)小村　健人

(セントラルTC)

    Bye

4701 (10)関矢　寛史

(広大硬式庭球部)

523 (11)寺本　健治

(高美が丘TC)

4424 (12)山口　雅貴

(近大工学部)

    Bye

(13)山下　亮太

(近大工学部)

［シード順位］(1)、(13)、(10) 【試合進行状況によっては受付時間に試合を開始します】

準優勝

　　　　　　　　８ー４

　　　　　　　　８ー３

　　　　　　　　９ー７

　　　　　　　　９ー７

　　　　　　　８ー５

　　　　　　　　９ー７

　　　　　(２)松村　颯大

　　　　　(５)松原　光希

優　勝

　　　　(８)斎藤　雄史

　　　　(13)山下　亮太

　　　　(１)崔　龍範

　　　　(５)松原　光希

　　　　(13)山下　亮太

　　　　(１)崔　龍範

　　　(13)山下　亮太

　　　　　　　　８ー５

　　　　　(６)戸光　翼

　　　　　(８)斎藤　雄史

　　　　　　　Ｗ.Ｏ

　　　　　　　　９ー８(１)

　　　　　　　　８ー２

　　　　　　　　８ー４

　　　　　　　　９ー７



第３６回教育長杯テニス大会（男子Ｂ級）　【１日目】

(1)大下　遼

(FUTURE-ONE東広島)

    Bye

    Bye

274 (2)西元  和行

(シャープTC)

4223 (3)中尾　雅寛

(やすいそ庭球部)

3801 (4)浦出　秀男

(TEAM YOJI)

    Bye

4423 (5)村上　晃太

(近大工学部)

1701 (6)沖田　一宏

(アシニスクラブ)

    Bye

207 (7)宮本  健

(シャープTC)

801 (8)小林　大祐

(セントラルTC)

(9)花野　大樹

(近大工学部)

    Bye

    Bye

5139 (10)古谷  勇三

(個人会員)

1318 (11)服部　大輔

(FUTURE-ONE東広島)

    Bye

288 (12)今井　啓介

(シャープTC)

545 (13)大成　雅也

(高美が丘TC)

4425 (14)横内　祐紀

(近大工学部)

4220 (15)森綱  光臣

(やすいそ庭球部)

    Bye

3807 (16)中川　洋通

(TEAM YOJI)

2003 (17)入口　千春

(Ｍ.Ｔ.Ｃ)

    Bye

2204 (18)貞広　直哉

(FTOTC)

278 (19)大橋　昭彦

(シャープTC)

(20)金川　智也 　　　　　　　　　８ー５

(近大工学部)

    Bye

    Bye

901 (21)引頭　龍司

(新川センサテクノロジ)

３位決定戦
　(１)大下　遼
　　　　８ー４

［シード順位］(1)、(21)、(16)、 (6)

(１)大下　遼

(15)森綱光臣

３　位

優　勝

準優勝

　　　　(９)花野　大樹
　　　　　　　　８ー６

　　　　　(９)花野　大樹
　　　　　　　　　８ー１

　　　　　(15)森綱　光臣

　　　(９)花野　大樹
　　　　　　　８ー１

　　　　　(３)中尾　雅寛
　　　　　　　　　８ー４

　　　　　(１)大下　遼
　　　　　　　　　８ー１

　　　　　(１)大下　遼
　　　　　　　　　８ー２

　　　　　(３)中尾　雅寛
　　　　　　　　　Ｗ.Ｏ

　　　　　(20)金川　智也
　　　　　　　　　８ー６

　　　　　(17)入口　千春
　　　　　　　　　８ー２

　　　　　(15)森綱　光臣
　　　　　　　　　８ー３

　　　　　(20)金川　智也

　　　　(20)金川　智也
　　　　　　　　９ー８(１)

　　　　　　　　　８ー３

　　　　　(15)森綱　光臣
　　　　　　　　　８ー５

　　　　　(18)貞広　直哉
　　　　　　　　９ー８(４)

　　　　　(12)今井　啓介
　　　　　　　　　８ー２

　　　　　　　　　８ー３

　　　　　(12)今井　啓介

　　　　　(８)小林　大祐
　　　　　　　　　８ー２

　　　　　(９)花野　大樹
　　　　　　　　　８ー３

　　　　　(８)小林　大祐
　　　　　　　　９ー８(４)



第３６回教育長杯テニス大会（男子Ｃ級）　【１日目】
　　　　　　［８ゲームプロセット］（セミアド方式）

(19)加藤　竜美 3433

(ﾒﾃﾞｨｯｸｽ) (Pot Belly)

    Bye     Bye

    Bye     Bye

291 (2)江口　憲一 (20)丸山　昌弘 1350

(シャープTC) (FUTURE-ONE東広島)

547 (3)大内　一弘 (21)赤木　和貴

(高美が丘TC) (やすいそ庭球部)

    Bye     Bye

    Bye     Bye

1908 (4)梶川　寿 (22)吉田　岳訓 4432

(マツダ) 　(１)高杢健太郎 (近大工学部)

1348 (5)渡辺　勇夫 　　Ｗ.Ｏ (23)田中　聖敬 287

(FUTURE-ONE東広島) (シャープTC)

    Bye     Bye

4250 (6)竹村　太士 (24)　乾　正男 1926

(やすいそ庭球部) (マツダ)

2811 (7)塚本　丈夫 (25)寺尾 禎 2846

(ﾒﾃﾞｨｯｸｽ) (ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

4421 (8)上田　祐椰 　　　　　　８ー３ (26)児玉　悠祐 2343

(近大工学部) (HAKUWA TS)

    Bye     Bye

    Bye     Bye

1012 (9)高橋　洋輔 (27)山崎　勝義 307

(チームM.T.Y) 高杢 (西条ﾛｲﾔﾙTC)

2845 (10)國岡　哲明 ８ー２ (28)日高　睦実 3416

(ﾒﾃﾞｨｯｸｽ) (Pot Belly)

    Bye     Bye

    Bye     Bye

5210 (11)岩崎　隼 (29)由山　文弥

(個人会員) (ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

2331 (12)古山　祐治 　　　　　　９ー７ (30)宮本　浩平 4431

(HAKUWA TS) (近大工学部)

9739 (13)向井　政幸 (31)大迫　聖也 1345

(NNTC) (FUTURE-ONE東広島)

    Bye     Bye

4428 (14)藤原　友貴 (32)上田　裕貴 803

(近大工学部) (セントラルTC)

1043 (15)小山　邦明 　　Ｗ.Ｏ (33)小川　恒男 2823

(チームM.T.Y) (ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

    Bye     Bye

    Bye     Bye

2809 (16)　関  竜也 (34)大下　敦大 5206

(ﾒﾃﾞｨｯｸｽ) (個人会員)

2201 (17)清原　譲二 (35)長尾　松匡 4436

(FTOTC) (近大工学部)

    Bye     Bye

    Bye     Bye

３位決定戦
9670 (18)桑田　幸志朗 (36)木戸　佑輔 1013

(アシニスクラブ) (29)由山文弥 (チームM.T.Y)

　　　　９ー７

［シード順位］ (1)、(36)、(10)、(27)、(19)、(9)、(18)、(28)

【試合進行状況によっては受付時間に試合を開始します】

　　　(29)由山文弥
　　　　　９ー８(３)

　　　(21)赤木和貴
　　　　　　８ー２

　　(24)乾正男
　　　　　８ー４

　　　(24)乾　正男
　　　　　　８ー０

　　　　　　　　(21)赤木和貴
　　　　　　　　　　　８ー４

　　　(19)加藤竜美
　　　　　　８ー２

　　　(27)山崎勝義
　　　　　　８ー４

　　　　　　　　(24)乾　正男
　　　　　　　　　　　８ー１

　　　(32)上田裕貴
　　　　　　８ー６

　(29)由山文弥

　　　　　　　　(29)由山文弥
　　　　　　　　　　　８ー４

　(31)大迫聖也
　　　　　Ｗ.Ｏ

　　　(17)清原譲二
　　　　　　９ー７

　　　(36)木戸佑輔
　　　　　　８ー２

　　　(34)大下敦大
　　　　　　８ー４

　　　　　　　　(34)大下敦大
　　　　　　　　　　　８ー４

　　(11)岩崎　隼
　　　　　８ー６

　　　(16)関　竜也
　　　　　　８ー４

　　　(16)関　竜也
　　　　　９ー８(２)

　　　　　　８ー１

　　　　(13)向井政幸

　　　(11)岩崎　隼

　　　　　　　８ー３

　　　(14)藤原友貴
　　　　　　８ー３

　　　　　　９ー８(５)

　　　　　　(21)赤木和貴

　　　(９)高橋洋輔

　　　(９)高橋洋輔
　　　　　　８ー０

　　　(11)岩崎　隼

　　　赤木
　　８ー２

　　　　８ー３

　(21)赤木和貴

　　　(３)大内一弘
　　　　　　８ー４

　　　　　８ー４

　　　(６)竹村太士
　　　　　　８ー１

　　　　(６)竹村太士

(11)岩崎　隼

(29)由山文弥

３　位

優　勝

準優勝(1)高杢健太郎

　　(１)高杢健太郎
　　　　　　８ー３

　　(１)高杢健太郎
　　　　　　８ー２



第３６回教育長杯テニス大会（男子Ｄ級）　【１日目】
　　　　　　［８ゲームプロセット］（セミアド方式）

1037 (1)岡田　圭史

(チームM.T.Y)

    Bye

    Bye

1508 (2)出羽　利至

(BSTC)

(3)吉田　雄揮

(新川センサテクノロジ)

309 (4)上野　勝

(西条ﾛｲﾔﾙTC)

    Bye

4246 (5)雲田　光直

(やすいそ庭球部)

1513  (6)坂　裕文

(BSTC)

    Bye

1036 (7)井上　良介

(チームM.T.Y)

4438 (8)藤嶋　勇武

(近大工学部)

1940 (9)田辺　真也

(マツダ)

1002 (10)渕上　修平

(チームM.T.Y)

    Bye

9734 (11)小野　秀樹

(海上自衛隊呉)

4435 (12)井筒　達哉

(近大工学部)

    Bye

202 (13)西田　秀生

(シャープTC)

(14)忠政　遼河

(個人会員)

4221 (15)中条　正弘

(やすいそ庭球部) 　　　(16)横林　龍吾

3823 (16)横林　龍吾

(TEAM YOJI)

    Bye

1049 (17)三山　和司

(チームM.T.Y)

5208 (18)　東　和則

(個人会員)

    Bye

(19)河合　修司

(BIO)

1606 (20)木本　映司

(チームBSS)

4430 (21)葉山　航汰

(近大工学部)

438 (22)木村　一雅

(西条ﾛｲﾔﾙTC)

    Bye

1038 (23)三浦　正裕

(チームM.T.Y)

３位決定戦
　(19)河合　修司
　　　　　８ー３

［シード順位］(1)、(23)、(6)、 (17)

準優勝

優　勝

3　位

(７)井上　良介

(19)河合　修司

　　　　　(10)渕上　修平
　　Ｗ.Ｏ

８ー0

　　　　　(16)横林　龍吾
　　　　　　　　　８ー２

　　　　　(19)河合　修司
　　　　　　　　　Ｗ.Ｏ

　　　　　(22)木村　一雅
　　　　　　　　　８ー４

　　　　　(22)木村　一雅
　　　　　　　　　Ｗ.Ｏ

　　　　(14)忠政　遼河
　　　　　　　　８ー２

　　　　　(19)河合　修司
　　　　　　　　　８ー２

　　　　　(19)河合　修司
　　　　　　　　　８ー２

　　　　　(14)忠政　遼河
　　　　　　　　　８ー５

　　　　　(14)忠政　遼河
　　　　　　　　　８ー２

　　　　　(14)忠政　遼河
　　　　　　　　９ー８(６)

　　　　　(７)井上　良介
　　　　　　　　９ー８(４)

　　　　　(10)渕上　修平
　　　　　　　　　８ー１

　　　(14)忠政　遼河
　　　　　　　８ー２

　　　　　(３)吉田　雄揮
　　　　　　　　　８ー０

　　　　(３)吉田　雄揮
　　　　　　　　８ー６

　　　　　(７)井上　良介
　　　　　　　　　８ー１

　　　　　(７)井上　良介
　　　　　　　　　８ー１

　　　　　(１)岡田　圭史
　　　　　　　　　９ー７

　　　　　(３)吉田　雄揮
　　　　　　　　　８ー５

　　　　　(３)吉田　雄揮
　　　　　　　　　８ー４



第３６回教育長杯テニス大会（壮年ＣＤ級）【２日目】
１セットマッチ、セミアド方式

【8:40集合】 (1) (2) (3) (4)

1924 (1)樋渡　善昭

(マツダ)

優　勝(2)山本　啓介

(ＮＮＴＣ)

5205 (3)梶田　慎司

(個人_ケセラセラ)

1916 (4)長門　清則

(マツダ)

［シード順位］ (1)

※３組リーグの２試合目は１試合目の敗者と３チーム目が試合を行います。
※４組リーグの２試合目は１試合目の勝者同士、敗者同士が試合を行います。

６ー０ ３ー６ ６ー２

７ー５ ０ー６ ２ー６

０ー６ ０ー６

６ー０

５ー７

６ー３６ー０



第３６回教育長杯テニス大会（壮年ＡＢ級）　【２日目】
　　　　　　［８ゲームプロセット］（セミアド方式）

(1)藤井　多喜雄

(デルタ工業TC)

    Bye

    Bye

5141 (2)大賀　一孝

(個人会員)

203 (3)栃原 克廣

(シャープTC)

    Bye

    Bye

3526 (4)長尾　博行

(ち～むＢ)

601 (5)松本　正雄

(サンデーTC)

    Bye

330 (6)土肥　大右

(西条ﾛｲﾔﾙTC)

(7)千々和　剛

(海上自衛隊呉)

1102 (8)濱本　昭彦

(デルタ工業TC)

    Bye

    Bye

602 (9)下川　寿春

(サンデーTC)

［シード順位］(1)、(9)

【試合進行状況によっては受付時間に試合を開始します】

　　　　　　Ｗ.Ｏ

優　勝

準優勝

　　　　　　８ー４

　　　　　(7)千々和剛
　　　　　　　　８ー２

　　　(８)濱本　昭彦

　　　　(７)千々和　剛
　　　　　　　８ー１

　　　(１)藤井多喜雄
　　　　　　８ー０

　　　(４)長尾　博行
　　　　　　８ー４

　　　(７)千々和　剛

　　　　(１)藤井多喜雄
　　　　　　　８ー５

　　　　　(１)藤井　多喜雄
　　　　　　　　　８ー３



第３６回教育長杯テニス大会（女子Ａ級）【２日目】
１セットマッチ、セミアド方式

【9:25集合】 (1) (2) (3) (4)

優勝 (1)西本　稲音

(UP.set)

9737 (2)上野　京香

(フリー)

1758 (3)白坂　美幸

(アシニスクラブ)

9726 (4)水戸　雅子

(OSTC)

［シード順位］ (1)

※３組リーグの２試合目は１試合目の敗者と３チーム目が試合を行います。
※４組リーグの２試合目は１試合目の勝者同士、敗者同士が試合を行います。

７ー６(７) ー ６ー２

ー ６ー１

ー

６(７)ー７

ー ー

２ー６ １ー６ ー



第３６回教育長杯テニス大会（女子Ｂ級）【２日目】
１セットマッチ、セミアド方式

【8：40集合】 （１） （２） （３）

489 (1)松元　さゆり

(西条ﾛｲﾔﾙTC)

1959 (2)片山　さやか

(マツダ)

1759 (3)千振　真紀

(アシニスクラブ)

【8：40集合】 （４） （５） （６）

優勝 (4)竹歳　彩子

(マツダ)

3869 (5)田窪　志津子

(TEAM YOJI)

1752 (6)坂田　恵子

(アシニスクラブ)

［シード順位］ (1)、(4)

【試合進行状況によっては受付時間（タイムスケジュールの２０分前）に試合を開始します】

※３組リーグの２試合目は１試合目の敗者と３チーム目が試合を行います。

※４組リーグの２試合目は１試合目の勝者同士、敗者同士が試合を行います。

３ー６ ６ー２

２ー６ ２ー６

ー ８ー６

ー ー

６ー８ ー

(１)松元　さゆり

　　　　(４)竹歳　彩子

(４)竹歳　彩子

８ー３

６ー３ ６ー２

13:40 

Ａ
ブ
ロ
ッ
ク
 

ＣＣＤＥＦＧＨ

Ｂ
ブ
ロ
ッ
ク
 



第３６回教育長杯テニス大会（女子Ｃ級）　【１日目】
　　　　　　［８ゲームプロセット］（セミアド方式）

(1)伊藤　加代子

(HAKUWA TS)

    Bye

    Bye

4290 (2)成田　直美

(やすいそ庭球部)

9732 (3)新井　瑛利子

(FUTURE-ONE東広島)

    Bye

    Bye

1755 (4)光森　翼

(アシニスクラブ)

(5)佐々木　晴佳

(やすいそ庭球部)

    Bye

3169 (6)西向　かおり

(みなみ坂T.S)

2363 (7)住田　亜希子

(HAKUWA TS)

4274 (8)市井　三喜

(やすいそ庭球部)

    Bye

    Bye

1358 (9)大谷　恵理子

(FUTURE-ONE東広島)

［シード順位］(1)、(9)

【試合進行状況によっては受付時間に試合を開始します】

　　　　　(５)佐々木晴佳
　　　　　８ー０

準優勝

優　勝

(１)伊藤加代子

(１)伊藤加代子

８ー２

８ー６

(４)光森　翼
８ー２

(６)西向かおり
８ー３

(５)佐々木晴佳
８ー０

(８)市井三喜
８ー４

(５)佐々木晴佳
８ー１



第３６回教育長杯テニス大会（女子Ｄ級）　【１日目】
　　　　　　［８ゲームプロセット］（セミアド方式）

2251 (1)山根　加代

(FTOTC)

    Bye

　(１)山根加代

5157 (2)住吉　順子 　　　　８ー６

(個人会員) 　(２)住吉順子

9736 (3)内田　美紀 　　　　Ｗ.Ｏ

(海上自衛隊呉) 　(７)信藤由美

1357 (4)木本　優子 　　　　　８ー６

(FUTURE-ONE東広島) 　(５)田中美千代

4073 (5)田中　美千代 　　　８ー６

(SPEC) 　(７)信藤由美

2373 (6)工藤　正子 　　　　８ー２

(HAKUWA TS) 　(７)信藤由美

(7)信藤　由美 　　　　Ｗ.Ｏ

(個人会員)

9704 (8)和田　典子

(安浦A&N) 　(９)二宮裕子

2252 (9)二宮　裕子 　　　　８ー５

(FTOTC) 　(11)神野文香

1355 (10)大西　奈津紀 　　　　８ー５

(FUTURE-ONE東広島)

2376 (11)神野　文香 　　　　８ー４

(HAKUWA TS) 　(15)森川奈美

2364 (12)土肥　千浪 　　　　　８ー５

(HAKUWA TS) 　(13)平田千秋

9733 (13)平田　千秋 　　　　８ー４

(FUTURE-ONE東広島) 　(15)森川奈美

9738 (14)瀬尾　暁子 　　　　８ー２

(フリー) 　(15)森川奈美

(15)森川　奈美 　　　　８ー５

(マツダ)

［シード順位］ (1)、(15)、(11)、(4)

【試合進行状況によっては受付時間（タイムスケジュールの２０分前）に試合を開始します】

　　(15)森川　奈美
　　　８ー６

優　勝

準優勝

　(11)神野文香


