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Aリーグ
RBテニス

クラブ
奈良せんとくん

Ｊｒ
埼玉スピード マイア 勝敗 順位 得失差

○ × ×

2-1 ０-３ １-２

× × ×

1-2 1-2 1-2

○ ○ ×

3-0 2-1 1-2

○ ○ ○

2-1 2-1 2-1

Ｂリーグ
ええねんＴＣ 奈良せんとくん

どげんか
せんといかん

ドレセマエレ杯
日本代表

勝敗 順位 得失差

× × ×

１-2 1-2 0-3

○ × ×

2-1 0-3 1-2

○ ○ ○

2-1 3-0 2-1

○ ○ ×

3-0 2-1 1-2

２－１ ２位 3

奈良せんとくん
Ｊｒ

ええねんＴＣ ０－３ ４位 -5

１－２ ３位 -3

埼玉スピード

３－０ １位 5

マイア

【団体リーグ戦　予選】
ダブルス３試合：４ゲーム先取（ノーアド）を行い、２勝したチームは勝ちになります。　タイブレークなし
勝敗数が同じの場合、得失差で大きい方が上位になります。
勝敗数と得失差とも同じ場合、同じチームでの対戦勝利が上位になります

●チームリーダーへ
　当日、チームの誰かが休み、３人以下になるとチームにならず、
　どこかのチームにばらばらに組まれる可能性があります。欠席される場合は、迅速のご連絡をお願いいたします。

１～８位全員に商品がございます。

RBテニス
クラブ

２－１ ２位 3

奈良せんとくん

０－３ ４位 -3

どげんか
せんといかん

１－２ ３位 -3

３－０ １位 3

ドレセマエレ杯
日本代表
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１～４位決定戦

3 0
0 3 2 1

0 3

５～８位決定戦

2 1
2 1 2 1

3 0

総合順位
１位　ドレセマエレ杯日本代表
２位　埼玉スピード
３位　どげんかせんといかん
４位　マイア
５位　ええねんTC
６位　奈良せんとくん
７位　RBテニスクラブ
８位　奈良せんとくんJｒ

順位決定トーナメント戦
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対戦詳細記録　予選リーグ戦
Ａリーグ Ｂリーグ

チーム名 名前 スコア 名前 チーム名 チーム名 名前 スコア 名前 チーム名

マイア

大石・岩本 4-0 山口・大河内

埼玉スピード ええねんTC

中野・吉田 1-4 二宮・阪口

奈良せんとくん山田・山本 2-4 岡・彌永 森本・岡田 1-4 玉置・阪口

沢井・大石 4-2 彌永・山口 福田・長谷川 4-3 生野・二宮

RＢテニスクラブ

清水・田邊通 4-0 吉本・阪口

奈良せんとくんJr どげんか
せんといかん

清水・宇野 0-4 生野・吉本

梶野耕・川口 4-3 都丸・榛地

ドレセマエレ杯
日本代表

内藤・田邊あ 4-1 玉置・大津 梶野千・尾形 2-4 豊田・龍野

梶野耕・杉本 4-1 榛地・鈴木

奈良せんとくんJr

生野・吉本 4-0 山本・山田

マイア 奈良せんとくん

生野・玉置 1-4 都丸・鈴木

ドレセマエレ杯
日本代表

玉置・大津 0-4 大石・岩本 二宮・阪口 4-3 豊田・龍野

吉本・阪口 3-4 沢井・山本 生野・玉置 3-4 榛地・都丸

埼玉スピード

彌永・岡 4-0 宇野・田邊通

RＢテニスクラブ ええねんTC山口・岡 4-3 田邊あ・田邊通 杉本・梶野耕 4-0 森本・吉田

彌永・大河内 4-3 内藤・清水 川口・尾形 4-1 福田・長谷川

どげんか
せんといかん

杉本・尾形 2-4 福田・岡田

RＢテニスクラブ

宇野・清水 1-4 沢井・山田

マイア どげんか
せんといかん

田邊通・清水 0-4 山田・大石

川口・杉本 4-0 生野・玉置

奈良せんとくん内藤・田邊通 4-0 山本・岩本 梶野千・尾形 4-1 阪口・二宮

埼玉スピード

岡・彌永 4-1 生野・吉本

奈良せんとくんJr ええねんTC

大河内・彌永 2-4 生野・玉置

川口・梶野 4-2 生野・玉置

森本・福田

岡・山口 4-1 阪口・大津 吉田・長谷川 0-4 鈴木・豊田

福田・岡田 1-4 都丸・龍野

0-4 鈴木・榛地

ドレセマエレ杯
日本代表
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対戦詳細記録　順位決定戦

１位～４位　決定戦

５位～８位　決定戦

【順位決定戦】
ダブルス３試合：４ゲーム先取（ノーアド）を行い、２勝したチームは勝ちになります。　タイブレークなし

チーム名 名前 スコア 名前 チーム名

Ａリーグ１位
マイア

勝敗　（０）　-　（３） Ｂリーグ２位
ドレセマエレ杯

日本代表山田・山本 0-4 都丸・鈴木

沢井・大石 1-4 榛地・豊田

大石・岩本 1-4 龍野・豊田

Ａリーグ２位
埼玉スピード

勝敗　（２）　-　（１） Ｂリーグ１位
どげんか

せんといかん岡・彌永 4-3 梶野耕・川口

大河内・山口 4-3 梶野千・尾形

岡・彌永 3-4 杉本・川口

Ａリーグ４位
ええねんTC

勝敗　（２）　-　（１）

チーム名 名前 スコア 名前

Ｂリーグ３位
RＢテニスクラブ

森本・福田 4-1 清水・田邊通

吉田・岡田 4-1 宇野・田邊あ

森本・長谷川 0-4 田邊通・内藤

Ａリーグ３位
奈良せんとくん

親子対決 ３人

勝敗　（２）　-　（１） Ｂリーグ４位
奈良せんとくんJr

親子対決 ３人
生野輝・阪口 4-2 生野優・阪口

玉置・二宮 4-1 玉置・大津

生野輝・玉置 4-1 生野優・吉本

チーム名



１位２位　決定戦

３位４位　決定戦

５位６位　決定戦

７位８位　決定戦

ドレセマエレ杯
日本代表

勝敗　（３）　-　（０） 埼玉スピード

都丸・榛地 4-0 彌永・岡

都丸・豊田 4-3

マイア 勝敗　（０）　-　（３）

チーム名 名前 スコア 名前

どげんか
せんといかん

山田・大石 1-4 川口・尾形

沢井・岩本 3-4 梶野耕・梶野千

山本・大石 1-4 杉本・尾形

ええねんTC

玉置・阪口 1-4 森本・福田

生野・二宮 4-1 吉田・長谷川

生野・玉置

阪口・吉本 2-4 田邊通・清水

生野・大津 3-4

奈良せんとくん 勝敗　（１）　-　（２）

チーム名 名前 スコア 名前

チーム名 名前

彌永・大河内

鈴木・龍野 4-3 岡・山口

チーム名

宇野・内藤

森本・岡田

奈良せんとくんJr 勝敗　（０）　-　（３） RＢテニスクラブ

阪口・玉置 1-4 田邊通・田邊あ

1-4

スコア 名前 チーム名

チーム名 名前 スコア 名前 チーム名

チーム名
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RBテニスクラブチーム 性別 備考 ええねんTC 性別 備考

田邊　通 男 健聴 森本　尚樹 男

田邊　紋子 女 健聴 中野　洋一 男

内藤　あづさ 女 健聴 福田　信一 男 健聴

宇野　晃成 男 長谷川　一美 女 健聴

清水　健治 男 健聴 岡田　美恵 女 健聴

中野　典子 女 吉田　満雄 男 健聴

奈良せんとくん Jr 性別 備考 奈良せんとくん 性別 備考

生野　優輝 男 高２ 生野　輝明 男

阪口　玲於 男 高３ 二宮　広文 男

吉本　達也 男 高２ 玉置　武雄 男

玉置　むあ 女 中２ 阪口　和平 男

大津　ななこ 女 中２

埼玉スピード 性別 備考 どげんかせんといかん 性別 備考

大河内　香 女 埼玉 梶野　耕佑 男

彌永　恭亮 男 埼玉 川口　年也 男 健聴

山口　華恵 女 東京 杉本　正明 男 健聴

岡　美津夫 男 大阪マイア 尾形　滋子 女

梶野　千賀子 女

マイア 性別 備考 ドレセ・マエレ杯日本代表 性別 備考

沢井　駿佑 男 都丸　直樹 男 埼玉

山田　峻士 男 鈴木　裕将 男 愛知

山本　真也 男 榛地　英征 男 東京

岩本　彩子 女 豊田　恵子 女 大阪マイア

大石　彩夏 女 三重 龍野　由佳 女 埼玉

参加者リスト

Ａリーグ Ｂリーグ
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