
　桃山テニスコート、試合方法：１セットマッチ（６-６タイブレーク）

米山  聡　武田 晃典 小森 涼平　谷本  徹　 橋本 龍太朗　大島 勇輝 萩中 康浩　岩田 伸吾 伊藤 健宏　大上戸 衛 石原 勝　中村 高士　 総試合数 15

ウインブル丼　
ジョリーフレンズ

グラスホッパー
ジョリーフレンズ ジョリーフレンズ

ジョリーフレンズ

スギノマシン
グラスホッパー 勝　敗 順　位

米山  聡　武田 晃典 ウインブル丼　 5-7 - 1-6 6-3 6-1 2-2 2

小森 涼平　谷本  徹　
ジョリーフレンズ

グラスホッパー
7-5 - 2-6 5-7 3-6 1-3 5

橋本 龍太朗　大島 勇輝 ジョリーフレンズ - - - - - DEF -

萩中 康浩　岩田 伸吾 ジョリーフレンズ 6-1 6-2 - 7-5 6-3 4-0 1

伊藤 健宏　大上戸 衛
ジョリーフレンズ

スギノマシン
3-6 7-5 - 5-7 6-4 2-2 3

石原 勝　中村 高士　 グラスホッパー 1-6 6-3 - 3-6 4-6 1-3 4

【順位決定方法】

　①勝ち数の多いチームから上位とする。

　②勝ち数が２チームで並んだ場合は、直接対決の勝者を上位とする。

　➂勝ち数が３チーム以上で並んだ場合は、取得ゲーム率の高い方を上位とする。（取得ゲーム率＝　取得ゲーム／総ゲーム）

　④取得ゲーム率が同じ場合は、抽選またはじゃんけんにて決定する。
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予選
　桃山テニスコート、試合方法：１セットマッチ（６-６タイブレーク）

野竹 秀典　大田 和弘 辻内 克弥　上野 貴之 野澤 良成　當田　悟 総試合数 3
ジョリーフレンズ YKK おはよう 勝　敗 順　位

野竹 秀典　大田 和弘 ジョリーフレンズ 6-4 6-0 2-0 1

辻内 克弥　上野 貴之 YKK 4-6 6-0 1-1 2

野澤 良成　當田　悟 おはよう 0-6 0-6 0-2 3

吉川 高広　堀  昭禎 三宅 輝明　内山 亮 経塚 浩二　山本 司 飛世 淳一 芝 忠司 総試合数 6
グラスホッパー ジョリーフレンズ ジョリーフレンズ おはよう 勝　敗 順　位

吉川 高広　堀  昭禎 グラスホッパー 1-6 6-4 3-6 1-2 4

三宅 輝明　内山 亮 ジョリーフレンズ 6-1 3-6 6-4 2-1 2

経塚 浩二　山本 司 ジョリーフレンズ 4-6 6-3 6-2 2-1 1

飛世 淳一 芝 忠司 おはよう 6-3 4-6 2-6 1-2 3

決勝トーナメント
　桃山テニスコート、試合方法：１セットマッチ（６-６タイブレーク）

1R F

野竹 秀典　大田 和弘

野竹 秀典　大田 和弘 6(1)

三宅 輝明　内山 亮 7 0  DEF

辻内 克弥　上野 貴之

経塚 浩二　山本 司 6 6

経塚 浩二　山本 司 2

　

吉川 高広　堀  昭禎

6

野澤 良成　當田　悟 0 4

飛世 淳一 芝 忠

司
6

DEF  0
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桃山室内グランド、試合方法：１セットマッチ（６-６タイブレーク）

石野 由香子・石原 尚美 萩中 洋子　牧野 美里 松本 千春　中山 直美 橘 順子　湊 順子 総試合数 6
グラスホッパー ジョリーフレンズ おはよう ジョリーフレンズ 勝　敗 順　位

石野 由香子・石原 尚美 グラスホッパー 6-0 6-1 6-2 3-0 1

萩中 洋子　牧野 美里 ジョリーフレンズ 0-6 7-5 1-6 1-2 3

松本 千春　中山 直美 おはよう 1-6 5-7 0-6 0-3 4

橘 順子　湊 順子 ジョリーフレンズ 2-6 6-1 6-0 2-1 2

【順位決定方法】

　①勝ち数の多いチームから上位とする。

　②勝ち数が２チームで並んだ場合は、直接対決の勝者を上位とする。

　➂勝ち数が３チーム以上で並んだ場合は、取得ゲーム率の高い方を上位とする。（取得ゲーム率＝　取得ゲーム／総ゲーム）

　④取得ゲーム率が同じ場合は、抽選またはじゃんけんにて決定する。
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