
男子　B
１１月１８日　７時集合
１セットマッチ（６－６タイブレ）、ノーアド

(GET) (一般)
(GET) (一般)
(デルタクルー) (ﾋﾟｼﾞｮﾝ)
(デルタクルー) (ﾋﾟｼﾞｮﾝ)
(HOS小阪TC) (HOS小阪TC)
(一般) (HOS小阪TC)

(HOS小阪TC) (GET)
(一般) (GET)
(ﾑﾗﾀﾌｧﾐﾘｰ) (デルタクルー)
(ﾑﾗﾀﾌｧﾐﾘｰ) (デルタクルー)
(デルタクルー) (一般)
(デルタクルー) (一般)

(GET) (MTSｶﾗﾊﾞｯｼｭ)
(GET) (一般)
(一般) (一般)
(一般) (一般)
(HOS小阪TC) (デルタクルー)
(HOS小阪TC) (デルタクルー)

女子　B
１１月１８日　９時集合
１セットマッチ（６－６タイブレ）、ノーアド

(ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ)
(ｲﾜｷ) (一般)
(一般) (一般)
(一般) (一般)
(HOS花園TC) (GET)
(HOS小阪TC) (GET)

(ITW石切) (HOS花園TC)
(Chicken Heart) (ITW石切)
(一般) (GET)
(一般) (GET)
(ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ)
(ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ)

(HOS小阪TC) (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ)
(HOS小阪TC) (T.Rat)
(プラネッツ) (HOS小阪TC)
(プラネッツ) (HOS小阪TC)
(ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) (MTSｶﾗﾊﾞｯｼｭ)
(ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) (MTSｶﾗﾊﾞｯｼｭ)

(ITW石切)
(ｽﾀｰｻｯﾌﾟ)
(一般)
(一般)
(HOS小阪TC)
(一般)

G2 乾・竹内

G3 上雲地・橋本

E3 前・前 F3 乾野・松枝

G1 相原・北口

E1 橋本・牧野 F1 鈴木・大矢

E2 山下・御手洗 F2 竹村・平岡

C2 林・林 D2 梛木・有吉

C3 中川・光安 D3 藤川・松原

A3 松田・山崎 B3 高島・今井

C1 北江・河原 D1 原辺・藤嶋

A1 大谷・辺見 B1 西村・金城

A2 大西・高藤 B2 松岡・松岡

A1 筒井・榎本

A2 叶・寺田

A3 田中・青波

B1 津田・岡崎

B2 堂本・辻巻

B3 牧野・十亀

C1 西川・松田

C2 村田・讓尾

C3 竹内・平崎

D1 西原・武田

D2 藤村・曽川

D3 小澤・大林

E1 片山・光永

E2 金原・井上

E3 小林・林田

F1 冨田・前

F2 小島・金蔵

F3 山本・乙幡



男子　C
１１月１８日　７時集合(１Rと２R)
１セットマッチ（６－６タイブレ）、ノーアド

1 (ITW石切) (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) 25
(一般) (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ)

2 (一般)  26
(一般)  

3 (どんぐり) (一般) 27
(どんぐり) (一般)

4 (ITW石切) (一般) 28
(ITW石切) (一般)

5   29
  

6 (一般) (ITW石切) 30
(一般) (Chicken Heart)

7 (EARLY.TC) (ITW石切) 31
(EARLY.TC) (ITW石切)

8   32
  

9 (一般) (EARLY.TC) 33
(一般) (EARLY.TC)

10 (ITW石切) (一般) 34
(ITW石切) (一般)

11   35
  

12 (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) 36
(ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ)

13 (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) (HOS小阪TC) 37
(ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) (HOS小阪TC)

14   38
  

15 (一般) (プラネッツ) 39
(一般) (プラネッツ)

16 (一般) (ﾀﾂﾀ電線) 40
(一般) (ﾀﾂﾀ電線)

17   41
  

18 (一般) (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) 42
(一般) (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ)

19 (HOS小阪TC) (ITW石切) 43
(HOS小阪TC) (ITW石切)

20   44
  

21 (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) (一般) 45
(ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) (一般)

22 (プラネッツ) (一般) 46
(プラネッツ) (一般)

23   47
  

24 (ﾀﾂﾀ電線) (ITW石切) 48
(ﾀﾂﾀ電線) (一般)

金城・新井 青山・森田

正田・高坂 岩津・須藤

本山・坂本 上田・岡本

BYE BYE

BYE BYE

一幡・小谷 須山・網岸

御船・伊藤 弘津・長田

BYE BYE

須山・福島 若野・高津

西本・白水 坂本・加来

BYE BYE

藤川・藤川 森井・田辺

BYE

山田・水川

BYE

岡本・西村

槙村・松倉 吉田・今井

島田・川辺

平井・内藤

中村・前原

BYE

野村・河野

前田・大浦

西川・増田

葉田・塚本

茂木・石倉

BYE

四方・グエン

山本・松尾

BYE

大西・津田

二井矢・細井

BYE

山本・高山

BYE



女子　C
１１月１８日　１１時集合
１セットマッチ（６－６タイブレ）、ノーアド

(ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) (ラブオール)
(ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) (ラブオール)
(ラブオール) (HOS花園TC)
(ラブオール) (HOS花園TC)
(一般) (チームZERO)
(MTSｶﾗﾊﾞｯｼｭ) (チームZERO)
(ITW石切) (MTSｶﾗﾊﾞｯｼｭ)
(Chicken Heart) (HOS小阪TC)

(プラネッツ) (ITW石切)
(プラネッツ) (ITW石切)
(MTSｶﾗﾊﾞｯｼｭ) (プラネッツ)
(MTSｶﾗﾊﾞｯｼｭ) (プラネッツ)
(ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) (MTSｶﾗﾊﾞｯｼｭ)
(ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) (HOS小阪TC)

C3 白水・西村 D3 月山・長谷川

C1 林・佐野 D1 大内・風呂本

C2 上田・石橋 D2 宮本・田中

A3 山田・北平 B3 古崎・北井

A4 島田・渡辺 B4 本田・武田

A1 前田・井上 B1 西川・鹿野

A2 石賀・細見 B2 東・森岡


