
1 7月16日：女子１部２部　7時50分までに受付を済ませてください。それを過ぎますと、W.Oになります。
7月30日：男子１部２部３部　7時50分までに受付けを済ませてください。上記同様に時間厳守。
8月20日：男子4部　7時50分までに受付けを済ませてください。上記同様に時間厳守。
なお、受付けはどなたでもできます。試合の開始時に全員が整列できることが望ましいのですが
最悪はコート割りの試合順番までに間に合えばＯＫとします。ただし、W.Oで進行が
早まる場合もあります。連絡を取り合って、時間変更に対応できるようにお願いします。
進行が著しく遅れる場合には、次年度は最初から全員集合してもらうようにします。

2 会場は、総合運動場テニスコートです。
7月16日（日）： 運動公園コート：8面
女子1部2部 運営担当：小泉、峰岸
7月30日(日)： 運動公園コート：16面
男子1部2部3部 運営担当：宮澤、岩本、福岡
8月20日(日)： 運動公園コート：16面
男子4部 運営担当：鈴木、小竹

3 試合は、6ゲームマッチ(6-6タイブレーク、セミアドバンテージ)
4 試合順序は、 ４チーム ３チーム

２－３ １－３
１－４ ２－３
２－４ １－２
１－３
３－４
１－２

各対戦の順序は、D1→D2→D3

5 ボールは、男女共4チームリーグに12ヶ・3チームリーグに6ヶ支給します。
6 定員に満たないチームは、あらかじめ申し出てください。人数の多いチームが不利とならない

ように事前連絡が必要です。
7 定員に満たないチームのポイントは、D3を落としてください。
8 １チーム３名以下のチームは、出場できません。当日判明した時点で本部に申し出てください。
9

10 オーダー用紙に自チームのポイントが無効の場合は、×印を必ず記入してください。
12 リーグ戦後、各部においての順位決定戦を行います。
13 チーム内の対戦順序は、相手チームの了承があれば変更可能です。

第39回足利テニス協会クラブ対抗戦要項

大会当日２名までの選手移動・追加を認めます



14 全員運動公園コートで行ないます。時間がギリギリですから、スムースに試合に入る
ようにご協力をお願いします。また、練習はサービス８本としてください。

15 万一、当日出場できないチームがありましたら、できるだけ早い時期に申し出てください。.
組合せ変更に時間がかかり、スタートが遅れます。

16 今回の試合は、栃木県クラブ対抗戦の代表選出大会とします。大会の種目は異なります。
なお、県大会では、県への登録をそのクラブでしている選手のみとなります。
ただし、単独クラブで出場していないクラブは栃木県大会の参加資格はありません。

17 都合により試合方法等一部変更する場合もあります。
18 オーダー用紙は各クラブで用意してください。また、当日参加する選手の名前を届出してください。



１部　Ａ
足利ローン A 足利みなみ B ラヴ･オール ラベンダー 足利ローン D 順位

1 足利ローン A

2 足利みなみ B

3 ラヴ･オール ラベンダー

4 足利ローン D

１部　Ｂ
足利みなみ A 足利ローン B エースアカデミー 足利ローン C 順位

5 足利みなみ A

6 足利ローン B

7 エースアカデミー

8 足利ローン C

2部　A
足利みなみ C 足利女子高校 B ロゼ 足利工業大学 順位

1 足利みなみ C

2 足利女子高校 B

3 ロゼ

4 足利工業大学

2部　B
足利みなみ D スイートピー 足利女子高校 A 順位

5 足利みなみ D

6 スイートピー

7 足利女子高校 A

第39回 足利テニス協会クラブ対抗戦  女子
平成29年7月16日

試合順序　２－３　１－４　２－４　１－３　３－４　１－２

試合順序　２－３　１－４　２－４　１－３　３－４　１－２

試合順序　２－３　１－４　２－４　１－３　３－４　１－２

試合順序　１－３　２－３　１－２



第39回 足利テニス協会クラブ対抗戦  女子
平成29年7月16日

女子２部　５位決定戦

女子２部　３位決定戦

女子２部　１位決定戦

女子１部　５位決定戦

女子１部　７位決定戦

女子１部　３位決定戦

女子１部　１位決定戦



１部　Ａ
チームU&T A ジャルダン A みくりやTC A 足利ローン C 順位

1 チームU&T A

2 ジャルダン A

3 みくりやTC A

4 足利ローン C

１部　Ｂ
ラヴ･オール 足利ローン A 足利ローン B サンデー A 順位

5 ラヴ･オール

6 足利ローン A

7 足利ローン B

8 サンデー A

２部　Ａ
足利ローン D ロゼ 足利グリーン アキレス 順位

1 足利ローン D

2 ロゼ

3 足利グリーン

4 アキレス

２部　B
足利ローン E ふぇぶれす A スイートピー A 足利みなみ A 順位

5 足利ローン E

6 ふぇぶれす A

7 スイートピー A

8 足利みなみ A

第39回 足利テニス協会クラブ対抗戦  男子
平成29年7月30日

試合順序　２－３　１－４　２－４　１－３　３－４　１－２

試合順序　２－３　１－４　２－４　１－３　３－４　１－２

試合順序　２－３　１－４　２－４　１－３　３－４　１－２

試合順序　２－３　１－４　２－４　１－３　３－４　１－２



３部　Ａ
足利ローン F ラベンダー ふぇぶれす B 足利工業大学 A 順位

1 足利ローン F

2 ラベンダー

3 ふぇぶれす B

4 足利工業大学 A

３部　Ｂ
足利ローン G チームU&T B 足利工業大学 B ジャルダン B 順位

5 足利ローン G

6 チームU&T B

7 足利工業大学 B

8 ジャルダン B

試合順序　２－３　１－４　２－４　１－３　３－４　１－２

試合順序　２－３　１－４　２－４　１－３　３－４　１－２

第39回 足利テニス協会クラブ対抗戦  男子
平成29年7月30日



4部　A
足利ローン H サンデー B みくりやTC C 足利高校A 順位

1 足利ローン H

2 サンデー B

3 みくりやTC C

4 足利高校A

4部　B
みくりやTC B アレックス 足利ローン I 順位

5 みくりやTC B

6 アレックス

7 足利ローン I

4部　C
足利みなみ B 足利高校B スイートピー B 順位

8 足利みなみ B

9 足利高校B

10 スイートピー B

第39回 足利テニス協会クラブ対抗戦  男子
平成29年8月20日

試合順序　２－３　１－４　２－４　１－３　３－４　１－２

試合順序　１－３　２－３　１－２

試合順序　１－３　２－３　１－２



第39回 足利テニス協会クラブ対抗戦

男子２部　５位決定戦

男子２部　７位決定戦

男子２部　３位決定戦

男子２部　１位決定戦

男子１部　５位決定戦

男子１部　７位決定戦

男子１部　３位決定戦

平成29年7月30日

男子１部　１位決定戦



第39回 足利テニス協会クラブ対抗戦

男子４部　４位決定戦

男子３部　７位決定戦

男子４部　１位決定戦

男子３部　５位決定戦

男子３部　３位決定戦

平成29年7月30日

男子３部　１位決定戦

男子４部　７位決定戦



クラブ名

リーダー名

  男　　　 砺波哲也 浦部忠久 浦部貴史 浦部俊之 日比野真 西河寛和

チームＵ＆Ｔ　Ａ

丹羽孝明 谷本英雄 工野俊樹 遠藤勝也

砺波　哲也

男 藤倉 俊一 去田　巧 橋本　ひかる 影山　裕右

ラヴ・オール 富田　悟郎 近藤　敬介 小林　良祐 平塚　忠

小竹　俊行 齋藤　聡 鈴木　和彦 橋本　ひろむ

藤倉 俊一

男子 宮澤保志 松葉直樹 大和秀行 石川　祥 河内良太 久保田桂輔

足利ローンＡ 両角賢一郎 鈴木展明

宮澤保志

  男 中島　洋一 芹澤　千里 北林　優 永松　昭仁

ジャルダンＡ 関口　吉弘 山田　幸司 佐々木　進

酒井　広行

  男　　 中島善夫 秋吉司 ソンバット・スリヤチャン 早乙女達也 田村淳一

みくりやTC　Ａ 大屋成之

中島　善夫

男子 金子正二 真尾匠一 柳　敏幸 奥山直大 田村憲一 松村智也

足利ローンＢ 坂原　学

金子正二

  男　　　 荘司　和男 木村　健嗣 若山　恵一 樋口　真司 渡辺　宙之 中根　政範

サンデーA 大川　伊佐雄 小松原富茂次

大川　伊佐雄

男子 植竹　徹 田部井究也 久保田文一 福田健一 関　克之 大久保達彦

足利ローンＣ 三浦敦朗 菊地正史

植竹　徹

男子1部

参加者名



クラブ名

リーダー名

男子 柴田三千夫 宮沢利雄 小野田恵志郎 福島裕二 石田良夫 山崎良男

足利ローンＤ 増田正毅 長竹教夫

柴田三千夫

男子 小島繁幸 改田敬一 渡辺泰生 岡部昭男 新井祐介 小林竜太

足利ローンＥ 碓井　豊

小島繁幸

  男　　　 飯塚繁男 柏瀬敏雄 斉藤善久 昼岡　昇 今村正芳

スイート・ピーテニスクラブA 坂上秀成 原　弘 原　健一

斉藤善久

  男 前原　孝雄 青木　　誠 大川　靖幸 大野　充博 尾沼　正隆

ふぇぶれすＡ 松橋桂一郎 御厨　太祐 笠原　智一 　森　昌孝 青木　　源

黒澤　圭吾

前原孝雄

  男　　　 高澤　英之 吉川　芳孝

クラブ名　 高澤　利之 相沢　壮亮

高澤　邦之 飯村　徳也

高澤　英之 平井　達也 小山　晃典

  男　 物江　洋一 戸田　真弘 後藤　英美 富岡　文男 芦沢　孝宏

アキレス 安藤　衛 野澤　辰典 榎原　憲司 川並　義弘 田島　基豪

畠井　秀 本多　七海

榎原　憲司

  男 柳田勝己 近藤隆久 大美賀一雅 田部田富夫 諸井徹雄 加藤近義

ロゼ 赤間一善 大竹順一 久保田誠一 中山吉之助 田部田聡

柳田勝己

  男　　 江田　真一 小野塚　隆 重松　克也 入沢　伸年

足利グリーン 柴宮　和弘 寺島　勉 蔵場　修平 木山　敬文

永田　勇蔵

入沢　伸年

参加者名

男子2部



クラブ名

リーダー名

男子 北詰智規 小林竜也 荒巻克明 松下裕太 亀田幸久 渡邉貴之

足利ローンＦ 根岸和輝

北詰智規

男子 小泉　周 川津　秀 町田拓己 柿沼英樹 加藤通也 秋間大介

足利ローンＧ 新里敏幸

小泉　周

男子 白石　浩士 井田　勇人 モラン・ホセ 高橋　拓海 荒金　樹 石井　颯介

足利工業大学A

井田　勇人

男子 高田　和男 菊地　廣光 大川　和洋 斉藤　宣明 野本　雅彦 上殿　義和

ふぇぶれすＢ 板橋　怜史 高橋　健太朗 石川　文晟 小林　久也 清水　達記 小林　　亨

田村　大地 増田　治政 菊地　範芳 住吉　　晃 野呂　拓也 田中　広之

高田和男 塩畑　彰雄 新井　大介 畔上　昌彦 北風　佑貴 青木　　聡

男子 岡田　賢弥 亀田　知弥 小原　佑介 田中　翔悟

足利工業大学B

亀田　知弥

  男　　　 倉持安男 近藤達郎 速藤智彦 永島一博 金子孝一郎 清野恭一

チームＵ＆Ｔ　Ｂ

倉持安男

  男 粕川　幸司 小島　登志司 保田　寿

ジャルダンＢ 岡島　弘幸 大竹　博文 戸崎　剛志

粕川　幸司

  男　　 家泉  亘行 岩崎　純一 内田　幸男 岡村　延重 金田　伸一 木南　延年

ラベンダークラブ 高木　康夫 高柳  健治 戸叶　幸一 長途　登美男 中村　登 堀越  定男

松崎  正太 松本　敏夫 矢田堀　隆 横山　明男 吉井　竹雄 

高柳  健治

男子3部

小里　海渡

参加者名



クラブ名

リーダー名

男子 田中浩二 阿由葉利彦 内藤行雄 小林伸幸 根本功一 池守善洋

足利ローンＨ 岡島伸介

田中浩二

  男　　 千保木健一 柴崎邦夫　 堀越基好 室岡勇人 遠藤紀行 影山智久

みくりやTC　Ｂ 磯貝宝之

千保木　健一

  男　　　 倉上　豊治 鈴木　学

足利みなみＢ 福永　司 須藤　孝耶

蓼沼　光夫 李　允煥

倉上　豊治 久保田　一郎 加藤　忠克

  男　　　 若山　彰 川島　正巳 宮坂　徹 小林　隆 小島　一則 浅沼　勉

サンデーB 井上　英治 今　忠勝 家住　利幸

以上、９名

川島　正巳

  男　　　 峯　久人 鈴木淳也 大澤健三郎 石川大輔

アレックス 星野隆次 関谷敬三 大月広成

新井　彰 田嶋勝二 前川芳朗

五十嵐　猛 菊地武夫 五十嵐猛 星野訓明

男子 菊池健一 宮澤日向 湯沢幸介 山村崇夫 松下裕樹 岩脇秀人

足利ローンＩ 松本景祐 宮澤颯龍

菊池健一

  男　　 市野沢義行 堀越浩幸 吉田文彦 高際達也 井桁修 田中昭夫

みくりやTC　Ｃ 室崎和夫

市野沢　義行

  男　　　 藤生達也 三田純生 相場俊雄 相場一男 松村幸也

スイート・ピーテニスクラブB 松本　昇 遠藤英樹 原田幸治

三田尚弘

男子4部

参加者名



クラブ名

リーダー名

  男　　　 竹内　龍太郎 石川　大翔

足利高校A 関根　健太 廣瀬　将伍

石原　皓哉 小和田　海太

竹内　龍太郎 櫻井　創一郎 二渡　玲哉

  男　　　 佐井　優友 木村　颯

足利高校B 鈴木　伶和 須田　圭宥

石関　一優 早川　知貴

木村　颯 久光　孝幸 三井　海楽

男子4部

参加者名



クラブ名

リーダー名

女子 小林かほり 森川由美子 堀　菜月 山口奈津美 荻原瑠衣 峰岸麻美

足利ローンＡ 坪井友美

小林かほり

　女 阿部　加代子 遠藤　律子

足利みなみＡ 久保田　和希子 松本　桂子

高澤　千恵子

阿部　加代子 森島　かほる

 女 赤坂　小百合 和田　千絵

足利みなみＢ 石川　さよみ 山口　千春

金子　晴美 麦倉　与志子

赤坂　小百合 斎田　京子

女子 平野久美枝 山澤美穂乃 星野ますみ 安藤純子 松葉みどり 平山和美

足利ローンＢ 若山理美 福岡幸江

平野久美枝

女 【ラヴ・オール】 小野塚　珠代 鈴木　貴子 久住　真里子 小松原　博子 福田　喜代美

ﾗｳﾞ・ｵｰﾙ &ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ 蓮子　美智子 杵渕　守美 板橋　千容 柊木　卓子

【ラベンダー】 小高　直子

鈴木　貴子

女 赤坂美恵子 浦部延子 浦部朋子 浦部優子 中村須江 鈴木範子

エースアカデミー 新井百合子 須永理恵子 小島千恵子 筒井裕美

赤坂美恵子

女子 柴田敦子 安藤　緑 山根孝子 田巻明日美 小泉和恵 田島章子

足利ローンＣ 大城幸枝 亀田浩子

柴田敦子

女子 初谷豊子 倉澤千代 今泉敏子 中山房子 新藤智子 宮沢美代子

足利ローンＤ 田村京子 太刀川久美子 富澤　愛

初谷豊子

参加者名

女子1部



クラブ名

リーダー名

 女 大谷　康子 藤田　恵子

足利みなみＣ 谷　佳代 春山　陽子

福永　佳洋子

大谷　康子 須田　秋子

 女 稲田　ちい子

足利みなみＤ 橋田　雅子

田部田　初子

稲田　ちい子 近内　三恵

  女 加藤和子 小島身江子 中島明美 西村ノブ子 近藤恵子 高木晶子

ロゼ

加藤和子

  女 荒尾　桜 戸頃　志穂

足利工業大学

茂木　彩香

     　　　女 小林美佐子 昼岡久美子 中山由美子 根岸由美 羽賀直美

スイート・ピーテニスクラブ 高橋美津江 ←県及び市登録申請中

小林美佐子

  女

足利女子高校　A 青木　美里 根岸　夏子 五十嵐　文香 松山　海美 籾山　美咲 横田　玲奈

及川　彩莉 後藤　百香 熊木　美友 金井田　華

松山　海美

  　女

足利女子高校　B 小堀　美結 中島　綾音 高月　奏音　 吉田　朋希 矢代　彩音　 亀井　里菜

小松崎　夢乃

小堀　美結

参加者名

女子2部

戸塚　日向子



ブロック名 チ－ム名 チーム名 ブロック名 チ－ム名 チーム名

ブロック名 チ－ム名 チーム名 ブロック名 チ－ム名 チーム名

ブロック名 チ－ム名 チーム名 ブロック名 チ－ム名 チーム名

D2

D3 D3

D2

D1 D1

試合結果 試合結果

D3 D3

D2D2

D1 D1

試合結果 試合結果

D3 D3

試合結果 試合結果

D1 D1

D2 D2



第39回  クラブ対抗　予選リーグコート割表

1 2 3 4 5 6 7 8

女子1部A 女子1部A 女子1部B 女子1部B 女子2部A 女子2部A 女子2部B

1-4-D1 2-3-D1 1-4-D1 2-3-D1 1-4-D1 2-3-D1 1-3-D1
2 女子1部A 女子1部A 女子1部B 女子1部B 女子2部A 女子2部A 女子2部B

1-4-D2 2-3-D2 1-4-D2 2-3-D2 1-4-D2 2-3-D2 1-3-D2
女子1部A 女子1部A 女子1部B 女子1部B 女子2部A 女子2部A 女子2部B
1-4-D3 2-3-D3 1-4-D3 2-3-D3 1-4-D3 2-3-D3 1-3-D3

女子1部A 女子1部A 女子1部B 女子1部B 女子2部A 女子2部A 女子2部B
1-3-D1 2-4-D1 1-3-D1 2-4-D1 1-3-D1 2-4-D1 2-3-D1

女子1部A 女子1部A 女子1部B 女子1部B 女子2部A 女子2部A 女子2部B
1-3-D2 2-4-D2 1-3-D2 2-4-D2 1-3-D2 2-4-D2 2-3-D2

女子1部A 女子1部A 女子1部B 女子1部B 女子2部A 女子2部A 女子2部B
1-3-D3 2-4-D3 1-3-D3 2-4-D3 1-3-D3 2-4-D3 2-3-D3

女子1部A 女子1部A 女子1部B 女子1部B 女子2部A 女子2部A 女子2部B
1-2-D1 3-4-D1 1-2-D1 3-4-D1 1-2-D1 3-4-D1 1-2-D1

女子1部A 女子1部A 女子1部B 女子1部B 女子2部A 女子2部A 女子2部B
1-2-D2 3-4-D2 1-2-D2 3-4-D2 1-2-D2 3-4-D2 1-2-D2

女子1部A 女子1部A 女子1部B 女子1部B 女子2部A 女子2部A 女子2部B
1-2-D3 3-4-D3 1-2-D3 3-4-D3 1-2-D3 3-4-D3 1-2-D3
1部１決 1部3決 1部５決 1部７決 ２部１決 ２部３決 ２部５決 ２部５決

D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2
1部１決 1部3決 1部５決 1部７決 ２部１決 ２部３決 ２部５決

D2 D2 D2 D2 D2 D2 D3
1部１決 1部3決 1部５決 1部７決 ２部１決 ２部３決 ２部５決 ２部５決

D3 D3 D3 D3 D3 D3 D1 D2
２部５決

D3

33

4

5

6

1

14

7

8

9

10

11

12

13

7月16日



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

男子１部A 男子１部A 男子１部A 男子1部B 男子1部B 男子1部B 男子2部A 男子2部A 男子2部B 男子2部B 男子3部A 男子3部A 男子3部A 男子3部B 男子3部B 男子3部B

1-4-D1 1-4-D2 2-3-D1 1-4-D1 1-4-D2 2-3-D1 1-4-D1 2-3-D1 1-4-D1 2-3-D1 1-4-D1 1-4-D2 2-3-D1 1-4-D1 1-4-D2 2-3-D1
男子１部A 男子１部A 男子１部A 男子1部B 男子1部B 男子1部B 男子2部A 男子2部A 男子2部B 男子2部B 男子3部A 男子3部A 男子3部A 男子3部B 男子3部B 男子3部B
1-4-D3 2-3-D3 2-3-D2 1-4-D3 2-3-D3 2-3-D2 1-4-D2 2-3-D2 1-4-D2 2-3-D2 1-4-D3 2-3-D3 2-3-D2 1-4-D3 2-3-D3 2-3-D2

男子１部A 男子１部A 男子１部A 男子1部B 男子1部B 男子1部B 男子2部A 男子2部A 男子2部B 男子2部B 男子3部A 男子3部A 男子3部A 男子3部B 男子3部B 男子3部B
1-3-D1 1-3-D2 2-4-D1 1-3-D1 1-3-D2 2-4-D1 1-4-D3 2-3-D3 1-4-D3 2-3-D3 1-3-D1 1-3-D2 2-4-D1 1-3-D1 1-3-D2 2-4-D1

男子１部A 男子１部A 男子１部A 男子1部B 男子1部B 男子1部B 男子2部A 男子2部A 男子2部B 男子2部B 男子3部A 男子3部A 男子3部A 男子3部B 男子3部B 男子3部B
1-3-D3 2-4-D3 2-4-D2 1-3-D3 2-4-D3 2-4-D2 1-3-D1 2-4-D1 1-3-D1 2-4-D1 1-3-D3 2-4-D3 2-4-D2 1-3-D3 2-4-D3 2-4-D2

男子１部A 男子１部A 男子１部A 男子1部B 男子1部B 男子1部B 男子2部A 男子2部A 男子2部B 男子2部B 男子3部A 男子3部A 男子3部A 男子3部B 男子3部B 男子3部B
1-2-D1 1-2-D2 3-4-D1 1-2-D1 1-2-D2 3-4-D1 1-3-D2 2-4-D2 1-3-D2 2-4-D2 1-2-D1 1-2-D2 3-4-D1 1-2-D1 1-2-D2 3-4-D1

男子１部A 男子１部A 男子１部A 男子1部B 男子1部B 男子1部B 男子2部A 男子2部A 男子2部B 男子2部B 男子3部A 男子3部A 男子3部A 男子3部B 男子3部B 男子3部B
1-2-D3 3-4-D3 3-4-D2 1-2-D3 3-4-D3 3-4-D2 1-3-D3 2-4-D3 1-3-D3 2-4-D3 1-2-D3 3-4-D3 3-4-D2 1-2-D3 3-4-D3 3-4-D2
1部１決 1部3決 1部５決 1部７決 男子2部A 男子2部A 男子2部A 男子2部A 男子2部B 男子2部B 男子2部B 男子2部B 3部１決 3部3決 3部５決 3部７決

D1 D1 D1 D1 1-2-D3 1-2-D2 1-2-D1 3-4-D1 1-2-D1 3-4-D1 3-4-D2 3-4-D3 D1 D1 D1 D1
1部１決 1部3決 1部５決 1部７決 男子2部A 男子2部A 男子2部B 男子2部B 3部１決 3部3決 3部５決 3部７決

D2 D2 D2 D2 3-4-D3 3-4-D2 1-2-D2 1-2-D3 D2 D2 D2 D2
1部１決 1部3決 1部５決 1部７決 2部１決 2部１決 2部3決 2部3決 2部５決 2部５決 2部７決 2部７決 3部１決 3部3決 3部５決 3部７決

D3 D3 D3 D3 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D3 D3 D3 D3
2部１決 2部3決 2部５決 2部７決

D3 D3 D3 D3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

男子4部A 男子4部A 男子4部A 男子4部A 男子4部A 男子4部A 男子4部B 男子4部B 男子4部B 男子4部C 男子4部C 男子4部C

1-4-D1 1-4-D2 1-4-D3 2-3-D1 2-3-D2 2-3-D3 1-3-D1 1-3-D2 1-3-D3 1-3-D1 1-3-D2 1-3-D3
男子4部A 男子4部A 男子4部A 男子4部A 男子4部A 男子4部A 男子4部B 男子4部B 男子4部B 男子4部C 男子4部C 男子4部C
1-3-D1 1-3-D2 1-3-D3 2-4-D1 2-4-D2 2-4-D3 2-3-D1 2-3-D2 2-3-D3 2-3-D1 2-3-D2 2-3-D3

男子4部A 男子4部A 男子4部A 男子4部A 男子4部A 男子4部A 男子4部B 男子4部B 男子4部B 男子4部C 男子4部C 男子4部C
1-2-D1 1-2-D2 1-2-D3 3-4-D1 3-4-D2 3-4-D3 1-2-D1 1-2-D2 1-2-D3 1-2-D1 1-2-D2 1-2-D3
4部１決 4部１決 4部１決 4部4決 4部4決 4部4決 4部7決 4部7決 4部7決 4部7決 4部7決 4部7決

D1 D2 D3 D1 D2 D3 D1 D2 D3 D1 D2 D3
4部１決 4部１決 4部１決 4部4決 4部4決 4部4決 4部7決 4部7決 4部7決

D1 D2 D3 D1 D2 D3 D1 D2 D3

1

2

3

4

5

6

4

7

8

9

10

11

7

7月30日

8月20日

5

6

12

1

2

3


