
第5回きらり杯ソフトテニス大会

1コート �1 �"�3 釘�S 儼��順位 

1近藤､春集 �6��ｸ6蟹*�?｢�潔 �"�㊨ ���㊨ �2�1 

2柴野､村田 肺�ｦvu2�㊨ 凅��0 ���3 ���5 

3荻野､中根 �$��1 ���※ ���㊨ �2�2 

4大野､債川 ��9D��2 ���1 ��b�㊨ �"�3 

5増井､竹岡 儘ｹ62�0 ���3 �2�･X ���4 

負 � �� �� �� 

3コート �1 �"�3 釘�5 冓��貞位 

1平野､門川 �7H5�6��潔 ���2 ���㊨ �2�2 

2河合､野田 侘ｹ8��ｪH蕀T��3 ��b�㊨ ���㊨ �2�1 

3市川､本多鶴 ��9D��㊨ ���※ ���㊨ �2�3 

4西山､音滞 �8ﾘ984ⅸ5h6ｨ4��3 ���3 ��b�1 ���5 

5大岩､安藤 �5h6ｨ4�靂ｹ8��｢�1 ���3 ���# ���4 

負 � �� �� �� 

5コート �1 �"�3 釘�5 儼��順位 

1伊藤､堀 ��刋��※ ���1 ���2 ���5 

2山本嘉､中山 儘ｹ62�2 ��b�2 ���㊨ �"�2 

3中島､垂見 �6��ｸ6蟹(i6B�㊨ ���※ ���㊨ 釘�1 

4黒木､松永 ��9D��㊨ �2�1 啅��㊨ �"�3 

5箕作､漬水 �$��㊨ �2�2 ���漢 ���4 

負 � �� �� �� 
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平成22年11月2日(火)

雨天予備日　11月9日(火)

2コート �1 �"�3 釘�5 ���順位 

1高額､島 �8ﾈ6h4(�ｸ5��耳 �"�1 �"�0 ���5 

2武雷､浦山 儘ｹ62�㊨ ��b�1 �"�2 ���4 

3JB張､岩原 �8ﾈ6h4(�ｸ5��㊨ ���潔 ���㊨ 釘�1 

4高榛.鈴木 牌Vvw2�㊨ ���0 ��b�2 �"�3 

5濃濃､村瀬 亳�6:Hﾌｹ8��｢�㊨ ���1 ���栄 �2�2 

負 � �� �� �� 

43-L �1 �"�3 釘�5 ���順位 

1小林､山浦 �5h6ｨ4��･X ���0 �2�1 ���5 

2鶴岡､志村 ������㊨ 佇��㊨ ���3 �2�2 

3平野､吉田 �8ﾈ6h4(�ｸ5��㊨ ���莱 ���1 ���4 

4井形､才川 ��9D��㊨ �"�㊨ ��b�3 �"�3 

5本多義､大義 �6��ｸ6蟹�9D��㊨ ���㊨ ���潔 釘�1 

負 � �� �� �� 

63-L �1 �"�3 釘�5 儼��貞位 

1山本進､三浦 ��刋��i ���0 ���2 ���4 

2鷺尾.石田 儘ｹ62�㊨ 凅��3 ���1 �"�3 

3山上､山上 �$��㊨ ���潔 ���1 �2�2 

4小林雷､石田 ���wｲ�0 ���0 ���0 ���5 

5犠葉､何食 �7H5�6��㊨ ���㊨ ���※ 釘�1 

負 � �� �� �� 



第5回きらり杯ソフトテニス大会

7コート �1 �"�3 釘�5 傚��順位 

1木下､長坂 ��傀R�潔 ���③ �"�1 �"�2 

2倉積､書見勲 �22�③ 凅��1 ���1 ���6 

3吉田､岩本 �$��1 �"�※ �"�0 ���5 

4小早川､太田 ��刋��0 �"�③ ��b�1 �"�3 

5笠井､稚魚 仞�vｨ橙�③ �"�③ �"�潔 �"�1 

6倉橋､大久保 估ｨ5�ｷR�1 �"�③ �"�1 ��b�4 

○コート �1 �"�3 釘�5 ����順位 

1杉浦､加算 ��刋��潔 ���1 ���㊨ �"�3 

2岩山､吉見勇 倬ﾈ披�0 ��b�㊨ �"�0 ���5 

3成瀬､霊鳥 ��9D��㊨ ��ｲ�潔 ���0 �"�4 

4加集､書見 仞�vｨ橙�㊨ ���3 ��b�㊨ �2�1 

5杉浦.村松 �7H8ﾈ6(5h8R�3 ���㊨ �2�･X �"�2 

負 � 鳴� ��- �� 

11コート �1 �"�3 釘�S 冓��i位 

1平松､安井儀 �,x/�*�.��※ ���3 ���㊨ �"�3 

2平岩､糠井 處�9hｷR�㊨ 佇��㊨ ���㊨ 釘�1 

3中川､轟嶋 倬ﾈ披�㊨ ���※ ���㊨ �2�2 

4田中､河野 仞�vｨ橙�㊨ �"�1 佇��3 ���5 

5山上久､小坂 �$��2 ���1 ���凍 ���4 

負 � �� �� �� 
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平成22年11月2日(火)
雨天予備日　11月9日(火)

8コート 僮 �"�3 釘�5 ���順位 

1阿部､上田 ��9D��斗 ���3 ���㊨ �2�3 

2鈴木､永井 �$��0 ��b�1 ���1 ���5 

3嘉本､磯村 �8ﾈ6h4(�ｸ5��㊨ ���※ �2�㊨ �2�2 

4結城､内田 �7H5�6��㊨ ���㊨ ��b�㊨ 釘�1 

5郷原､犬塚 �7H8ﾈ6(5h8R�3 ���2 �2�潔 ���4 

義 � �� �� �� 

10コート �1 �"�3 釘�5 �:2�順位 

1安井､志責 �,x/�*�.��栄 �"�I �2�1 ���5 

2米韓､西村 凭ｨ5�ｷR�㊨ 啅��2 �"�㊨ �"�3 

3水谷､松田 �-����㊨ ���莱 ���㊨ 釘�1 

4林､服部 仞�vｨ橙�㊨ ���3 佇��2 �"�2 

5鳥居､天野 �$��㊨ ���1 ���栄 �"�4 

負 � �� �� �� 

12コート �1 �"�3 釘�5 冓��順位 

1左右田､岩崎減速 剏� ���㊨ �"�㊨ �2�2 

2近藤､川濃 �,x/�*�.��1 ����㊨ ���㊨ �"�3 

3専ロ､鳥居 凭ｨ5�ｷR�0 ���※ ���㊨ �"�4 

4矢田､林 仞�vｨ橙�㊨ ���0 啅��㊨ �2�1 

5島田､山本 �$��3 ���1 �"�･X ���5 

負 � �� �� �� 




