
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888

上野・浦川上野・浦川上野・浦川上野・浦川 松村・岸本松村・岸本松村・岸本松村・岸本 境・早坂境・早坂境・早坂境・早坂 行徳・行徳行徳・行徳行徳・行徳行徳・行徳 田代・宮本田代・宮本田代・宮本田代・宮本 中村・髙岡中村・髙岡中村・髙岡中村・髙岡 辛島・森川辛島・森川辛島・森川辛島・森川 酒井・陣内酒井・陣内酒井・陣内酒井・陣内

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888

上田・芝上田・芝上田・芝上田・芝 大河原・渡邉大河原・渡邉大河原・渡邉大河原・渡邉 川崎・瀬口川崎・瀬口川崎・瀬口川崎・瀬口 須藤・久森須藤・久森須藤・久森須藤・久森 中川・土橋中川・土橋中川・土橋中川・土橋 松本・吉野松本・吉野松本・吉野松本・吉野 堀・橋本堀・橋本堀・橋本堀・橋本 三原・原口三原・原口三原・原口三原・原口

Ｇ差Ｇ差Ｇ差Ｇ差 順位順位順位順位

④④④④

勝率勝率勝率勝率
当該ペア当該ペア当該ペア当該ペア
勝率勝率勝率勝率

④④④④

④④④④

④④④④

1111

④④④④ ④④④④

④④④④

1111

0000

0000

1111

1111

3333

2222

８８８８

2222 ④④④④ ④④④④ ④④④④ ④④④④

3333 ④④④④ ④④④④ ④④④④

1111 ０／７０／７０／７０／７2222 3333

７７７７

8888 酒酒酒酒 井井井井 雄雄雄雄 大大大大 ・・・・ 陣陣陣陣 内内内内 大大大大 聖聖聖聖 （（（（ 天天天天 水水水水 オオオオ レレレレ ンンンン ジジジジ ）））） 1111 0000

６６６６

7777 辛辛辛辛 島島島島 海海海海 ・・・・ 森森森森 川川川川 凌凌凌凌 （（（（ 天天天天 水水水水 オオオオ レレレレ ンンンン ジジジジ ）））） 0000 2222 2222 １／７１／７１／７１／７

1111 ２／７２／７２／７２／７④④④④

４４４４

6666 中中中中 村村村村 日日日日 紀紀紀紀 ・・・・ 髙髙髙髙 岡岡岡岡 統統統統 星星星星 （けんぐん/熊本スマイル）（けんぐん/熊本スマイル）（けんぐん/熊本スマイル）（けんぐん/熊本スマイル） 0000 1111

１１１１

5555 田田田田 代代代代 裕裕裕裕 二二二二 郎郎郎郎 ・・・・ 宮宮宮宮 本本本本 将将将将 吉吉吉吉 （（（（ 春春春春 竹竹竹竹 ジジジジ ュュュュ ニニニニ アアアア ）））） 0000 0000 ④④④④ ４／７４／７４／７４／７

④④④④ ④④④④ ④④④④

第２７回全日本小学生ソフトテニス選手権大会熊本県予選会（決勝リーグ）第２７回全日本小学生ソフトテニス選手権大会熊本県予選会（決勝リーグ）第２７回全日本小学生ソフトテニス選手権大会熊本県予選会（決勝リーグ）第２７回全日本小学生ソフトテニス選手権大会熊本県予選会（決勝リーグ）

4444 行行行行 徳徳徳徳 瑛瑛瑛瑛 ・・・・ 行行行行 徳徳徳徳 鴻鴻鴻鴻 （（（（ 天天天天 水水水水 オオオオ レレレレ ンンンン ジジジジ ）））） ④④④④ ④④④④ ④④④④ ７／７７／７７／７７／７

④④④④

６／７６／７６／７６／７

番号番号番号番号 選選選選 手手手手 名名名名 （（（（ 所所所所 属属属属 クククク ララララ ブブブブ ））））

２２２２1111 上上上上 野野野野 颯颯颯颯 人人人人 ・・・・ 浦浦浦浦 川川川川 優優優優 生生生生 （（（（宇宇宇宇土土土土フフフフレレレレンンンンドドドドリリリリーーーー）））） ④④④④ ④④④④

３３３３2222 松松松松 村村村村 駿駿駿駿 樹樹樹樹 ・・・・ 岸岸岸岸 本本本本 大大大大 輝輝輝輝 （（（（ 春春春春 竹竹竹竹 ジジジジ ュュュュ ニニニニ アアアア ）））） 3333 ④④④④ ５／７５／７５／７５／７

④④④④④④④④3333 境境境境 颯颯颯颯 汰汰汰汰 ・・・・ 早早早早 坂坂坂坂 友友友友 亨亨亨亨 ３／７３／７３／７３／７ ５５５５（（（（ 天天天天 水水水水 オオオオ レレレレ ンンンン ジジジジ ）））） 0000 1111 2222 2222

勝率勝率勝率勝率
当該ペア当該ペア当該ペア当該ペア
勝率勝率勝率勝率

Ｇ差Ｇ差Ｇ差Ｇ差 順位順位順位順位

男子の部男子の部男子の部男子の部

女子の部女子の部女子の部女子の部

番号番号番号番号 選選選選 手手手手 名名名名 （（（（ 所所所所 属属属属 クククク ララララ ブブブブ ））））

（（（（宇宇宇宇土土土土フフフフレレレレンンンンドドドドリリリリーーーー）））） ④④④④ ④④④④1111 上上上上 田田田田 麗麗麗麗 湖湖湖湖 ・・・・ 芝芝芝芝 優優優優 香香香香 ④④④④ ７／７７／７７／７７／７④④④④ ④④④④ ④④④④ ④④④④ １１１１

2222 大大大大 河河河河 原原原原 優優優優 ・・・・ 渡渡渡渡 邉邉邉邉 美美美美 友友友友 （（（（ 春春春春 竹竹竹竹 ジジジジ ュュュュ ニニニニ アアアア ）））） 2222 0000 ④④④④ ５／７５／７５／７５／７ ２２２２④④④④ ④④④④ ④④④④ ④④④④

（（（（ 天天天天 水水水水 オオオオ レレレレ ンンンン ジジジジ ）））） 1111 ④④④④3333 川川川川 崎崎崎崎 有有有有 紗紗紗紗 ・・・・ 瀬瀬瀬瀬 口口口口 翼翼翼翼 1111 ４／７４／７４／７４／７④④④④ ④④④④ 3333 ④④④④ ５５５５

4444 須須須須 藤藤藤藤 愛愛愛愛 未未未未 ・・・・ 久久久久 森森森森 美美美美 月月月月 （（（（宇宇宇宇土土土土フフフフレレレレンンンンドドドドリリリリーーーー）））） 0000 2222 2222 １／７１／７１／７１／７ １／２１／２１／２１／２ ００００ ７７７７④④④④ 1111 3333 3333

（（（（ 春春春春 竹竹竹竹 ジジジジ ュュュュ ニニニニ アアアア ）））） 0000 1111 00005555 中中中中 川川川川 理理理理 恵恵恵恵 ・・・・ 土土土土 橋橋橋橋 奈奈奈奈 々々々々 0000 １／７１／７１／７１／７ １／２１／２１／２１／２ ＋３＋３＋３＋３3333 2222 ④④④④ ６６６６

6666 松松松松 本本本本 栞栞栞栞 ・・・・ 吉吉吉吉 野野野野 里里里里 菜菜菜菜 （（（（宇宇宇宇土土土土フフフフレレレレンンンンドドドドリリリリーーーー）））） 1111 1111 ④④④④ ④④④④ ４／７４／７４／７４／７ ４４４４④④④④ ④④④④ 1111

（（（（ 水水水水 俣俣俣俣 第第第第 一一一一 小小小小 ）））） 0000 2222 33337777 堀堀堀堀 真真真真 子子子子 ・・・・ 橋橋橋橋 本本本本 万万万万 由由由由 子子子子

④④④④

0000 １／７１／７１／７１／７ １／２１／２１／２１／２ －３－３－３－３④④④④ 0000 2222 ８８８８

8888 三三三三 原原原原 愛愛愛愛 未未未未 ・・・・ 原原原原 口口口口 櫻櫻櫻櫻 （（（（ 玉玉玉玉 名名名名 ジジジジ ュュュュ ニニニニ アアアア ）））） 0000 0000 ④④④④

※　２位―３位及び４位―５位は直接対決による。　６位―８位は得失ゲーム差による。※　２位―３位及び４位―５位は直接対決による。　６位―８位は得失ゲーム差による。※　２位―３位及び４位―５位は直接対決による。　６位―８位は得失ゲーム差による。※　２位―３位及び４位―５位は直接対決による。　６位―８位は得失ゲーム差による。

平成２２年５月８日（土）　9：00～　宇土市営テニスコート平成２２年５月８日（土）　9：00～　宇土市営テニスコート平成２２年５月８日（土）　9：00～　宇土市営テニスコート平成２２年５月８日（土）　9：00～　宇土市営テニスコート

５／７５／７５／７５／７ ３３３３④④④④ ④④④④ ④④④④


