
「第２１回ＭＩＸダブルステニス大会」（Ａ級）

【10：40集合】 （１） （２） （３）

9811 397 (1)加藤　･加藤　

    (フリー･西条ﾛｲﾔﾙTC)

103 151 (2)木船　･河本　 (1)加藤　･加藤　

    (Team ふしちょー)

1305 1351 (3)浜崎　･浜崎　

    (FUTURE-ONE) s

【10：40集合】 （4） （5） （6）

9149 9150 (4)岡本　･岡本　

    (チームTK)

準優勝 (5)馬上　･大濱　 (5)馬上　･大濱　 決勝リーグへ

    (西条ﾛｲﾔﾙTC･ち～むＢ)

9812 1960 (6)木村　･恩田　

 (マツダ)

【10：40集合】 （7） （8） （9）

101 352 (7)関矢　･宮崎　

    (Team ふしちょー･西条ﾛｲﾔﾙTC)

優勝 (8)眞鍋　･安部　 (8)眞鍋　･安部　

    (HAKUWA TS･フリー)

9816 1857 (9)橘高　･宮地　

    (フリー･Since34)

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

9811 397 (1)加藤　･加藤　

    (フリー･西条ﾛｲﾔﾙTC)

準優勝 (5)馬上　･大濱　

    (西条ﾛｲﾔﾙTC･ち～むＢ)

優勝 (8)眞鍋　･安部　

    (HAKUWA TS･フリー)

［シード順位］(1)、(7)
※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。
※今大会のウォームアップは全試合サービス４本のみとします。
※アクアパーク内（コート外）でのボレーボレー等、禁止されています。協力お願いします！
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「第２１回ＭＩＸダブルステニス大会」（Ｂ級）

【08：40集合】 （1） （2） （3）

2003 4261 (1)入口　･千田 

    (Ｍ.Ｔ.Ｃ･やすいそ庭球部)

9751 9750 (2)吉井　･木口　 (3)有田　･大田　

    (ウチテニ広島)

優勝 (3)有田　･大田　

    (GOOD TIME)

(3)有田　･大田　

【08：40集合】 (4) (5) (6) 6-3

9817 9818 (4)川井　･永友　

    (GOOD TIME)

8924 8925 (5)久保　･久保　 (4)川井　･永友　

    (NTC(三原市))

4310 4364 (6)坂根　･坂根　

    (やすいそ庭球部)

【08：40集合】 （7） （8） （9） (10) (3)有田　･大田　

9823 9824 (7)大心池･西口　 6-3

    (GOOD TIME ･フリー)W.O

1701 1755 (8)沖田　･光森　

    (アシニスクラブ) (9)荒木　･荒木　

4308 4361 (9)荒木　･荒木　

    (やすいそ庭球部)

9629 2354 (10)椎野　･　岡　

    (HAKUWA TS)

(13)那須　･那須　

【10：40集合】 （11） （12） （13） 6-0

3921 3951 (11)一木　･一木　

    (新日本造機)

2823 4264 (12)小川　･小川　 (13)那須　･那須　

    (ﾒﾃﾞｨｯｸｽ･やすいそ庭球部)

準優勝 (13)那須　･那須　

    (レッドマッキーズ。R)

［シード順位］(1)、(11)
※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。
※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。
※試合進行状況によっては集合時間に試合を開始します！
※アクアパーク内（コート外）でのボレーボレー等、禁止されています。協力お願いします！
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「第２１回ＭＩＸダブルステニス大会」（Ｃ級）　１／２

【08：40集合】 （1） （2） （3） （4）

225 2365 (1)江口　･伊藤　

    (シャープTC･HAKUWA TS)

2410 2453 (2)山口　･二木

    (みつやの里MIT) (2)山口　･二木　

3611 3652 (3)片廣　･河野　

    (Senoリバー)

9813 2377 (4)高重　･　岡　

    (フリー･HAKUWA TS)

【10：40集合】 （5） （6） （7）

2349 2355 (5)森本　･梶山　 (8)井田　･　沖　

    (HAKUWA TS) 7-6(3)

9819 9820 (6)新村　･山本　 (6)新村　･山本　

    (GOOD TIME ･フリー)

109 9810 (7)赤木　･寺尾 

    (Teamふしちょー ･非会員)

【08：40集合】 （8） (9) (10) （11） (8)井田　･　沖　

優勝 (8)井田　･　沖　 6-4

    (HAKUWA TS)

9831 9832 (9)今井　･田邊

    (GOOD TIME･Avantage) (8)井田　･　沖　

4250 4373 (10)竹村　･三上　

    (やすいそ庭球部)

9420 9418 (11)大谷　･折出　

    (レッドマッキーズ。R･ルネサンス)

３位決定戦 決勝戦

(2)山口　･二木　 (8)井田　･　沖　

(23)土師　･木村　 (8)井田　･　沖　

(23)土師　･木村　 6-4 (13)河合　･岩本　6-2
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「第２１回ＭＩＸダブルステニス大会」（Ｃ級）　２／２

【08：40集合】 (12) (13) (14)

2332 2380 (12)矢口　･平田　

    (HAKUWA TS)

準優勝 (13)河合　･岩本　 (13)河合　･岩本　

    (TNJ広島)

217 4366 (14)濱田　･濱田　

    (シャープTC･やすいそ庭球部)

(13)河合　･岩本　

【08：40集合】 (15) （16） （17） 6-4

2331 2367 (15)古山　･吉田　

    (HAKUWA TS)

110 154 (16)秋　･戸田　 (17)志水　･志水　

    (Team ふしちょー)

9829 9830 (17)志水　･志水　

    (戸坂ZONE)

(13)河合　･岩本　

【08：40集合】 （18） （19） （20） 6-4

4311 4363 (18)藤中 ･藤中 

    (やすいそ庭球部)

9827 9828 (19)和田　･吉田　 (19)和田　･吉田　

    (T.N.J広島)

2344 2376 (20)難波　･神野　

    (HAKUWA TS)

(23)土師　･木村　

【08：40集合】 （21） （22） （23） 7-6(4)

4303 4290 (21)松田 ･成田　

    (やすいそ庭球部)

2310 2374 (22)　岡　･角谷　 (23)土師　･木村　

    (HAKUWA TS)

3位 (23)土師　･木村　

    (GOOD TIME)

［シード順位］(1)、(21)、(15)、(5)
※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。
※試合進行状況によっては集合時間に試合を開始します！
※アクアパーク内（コート外）でのボレーボレー等、禁止されています。協力お願いします！
▲予選リーグにおいて２試合連続になる場合での休憩時間はありません。トイレ休憩が必要な場合はレフェリーに連絡して下さい！
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「第２１回ＭＩＸダブルステニス大会」（Ｄ級）

【08：40集合】 （１） （２） （３）

優勝 (1)中条　･矢野　

    (やすいそ庭球部･FUTURE-ONE東広島)

1942 1963 (2)行衛　･小野　 (1)中条　･矢野　

 (マツダ)

9815 9704 (3)小椋　･和田　

    (安浦A&N)

【08：40集合】 （4） （5） （6）

1204 1255 (4)井上　･武平　

    (アイシャドウズ)

3606 3653 (5)中道　･佐々木 (6)雲田　･弓井　 決勝リーグへ

    (Senoリバー)

準優勝 (6)雲田　･弓井　

    (やすいそ庭球部)

【08：40集合】 （7） （8） （9）

1201 1251 (7)岩本　･足立　

    (アイシャドウズ)

2011 2060 (8)酒井　･千原　 (8)酒井　･千原　

    (Ｍ.Ｔ.Ｃ)

3618 3654 (9)荒木　･中道　

    (Senoリバー)

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

優勝 (1)中条　･矢野　

    (やすいそ庭球部･FUTURE-ONE東広島)

準優勝 (6)雲田　･弓井　

    (やすいそ庭球部)

2011 2060 (8)酒井　･千原　

    (Ｍ.Ｔ.Ｃ)

［シード順位］(1)、(7)
※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。
※今大会のウォームアップは全試合サービス４本のみとします。
※アクアパーク内（コート外）でのボレーボレー等、禁止されています。協力お願いします！
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