
第31回 駒ヶ根ミックスダブルステニス大会 2018.7.1 (日)   駒ヶ根高原庭球場

 ◆決勝トーナメント 一般ミックス(4)

辻田 紗耶香 （上田市)

辻田 康太郎 （上田市)

片桐 寿々菜 （フリー)

滝澤 裕也 （フリー)

山田 美希 （赤穂高3年)

山田 茂樹 （うめぐみ)

片倉 美和 （フリー)

松崎 聡 （アドベンチャー)

 ◆決勝トーナメント 100ミックス(4)

下平 浩美 （上郷ＴＣ)

上松 一成 （上郷ＴＣ)

伊藤 純子 （フリー)

出口 宏 （共楽園)

石口 智子 （シューマスターズ)

宮崎 孝夫 （共楽園)

田中 志保 （花鳥風月)

田中 亮英 （花鳥風月)
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『第31回 駒ヶ根ミックスダブルステニス大会』 2018.7.1 (日)   駒ヶ根高原庭球場

予選リーグ戦 ※各ブロック上位２チームが決勝トーナメントに進みます。

◆Ａブロック 一般ミックス(3)

No （　所　属　） 1辻田･辻田 2牛山･望月 3山田･山田 勝－敗 順 位

辻田 紗耶香 （上田市)
辻田 康太郎 （上田市)

牛山 実佳 （チームMG)
望月 光則 （チームMG)

山田 美希 （赤穂高3年)
山田 茂樹 （うめぐみ)

◆Ｂブロック 一般ミックス(3)

No （　所　属　） 1片倉･松崎 2矢嶋･南山 3片桐･滝澤 勝－敗 順 位

片倉 美和 （フリー)
松崎 聡 （アドベンチャー)

矢嶋 幸世 （フリー)
南山 貴史 （フリー)

片桐 寿々菜 （フリー)
滝澤 裕也 （フリー)

◆Ｃブロック 100ミックス(4)

No （　所　属　） 1下平･上松 2下平･澤田 3平塚･鈴木 4石口･宮崎 勝－敗 順 位

下平 浩美 （上郷ＴＣ)
上松 一成 （上郷ＴＣ)

下平 清子 （シューマスターズ)
澤田 友勝 （シューマスターズ)

平塚 はるか （フリー)
鈴木 嘉弘 （フリー)

石口 智子 （シューマスターズ)
宮崎 孝夫 （共楽園)

◆Ｄブロック 100ミックス(4)

No （　所　属　） 1田中･田中 2織井･西尾 3竹内･田之脇 4伊藤･出口 勝－敗 順 位

田中 志保 （花鳥風月)
田中 亮英 （花鳥風月)

織井 末枝 （うめぐみ)
西尾 芳信 （共楽園)

竹内 香代子 （チームMG)
田之脇 勝 （チームMG)

伊藤 純子 （フリー)
出口 宏 （共楽園)

２－０ １

氏  名

1 ６－２ ６－０

２

2 ２－６ １－６ ０－２ ３

3 ０－６ ６－１ １－１

氏  名

1 ６－１ ６－３ ２－０ １

2 １－６ ３－６

１－１ ２

０－２ ３

3 ３－６ ６－３

氏  名

1 ６－２ ６－４ ３－０ １

2 ２－６ １－６
６－７

(2)
０－３ ４

６－３

３

4 ３－６
７－６

(2)
６－０ ２－１ ２

3 ４－６ ６－１ ０－６ １－２

氏  名

1 ６－０ ６－０ ３－０ １

2 ０－６ ６－４ ３－６ １－２ ３

６－１

４

4 １－６ ６－３ ６－０ ２－１ ２

3 ０－６ ４－６ ０－６ ０－３


