
《男子1部リーグ》　　　担当　【舘田T確聞T】　　　　　　　　10・11・12コート 

1 �2 �‾3 �4 �5 �藤　　　　牧 �罷　　　　　位 �チーム人数 

1．真申A � �3－0 �3㌧0 �うー0． �31十0 �垂ノ・0・ �ノ �7 

2．三中A �Dp3 � �3∴∂ �エー3 �ち一10 �息／ま・・ �3 �6 

3．四中A �葺け．3・ �0－3 � �∂岬3 �3岬l �l′3 �‾■争 �6 

・4．附属A �0－3 �・3．＿一見 �‘写⊥0 � �3－0二・ �さ／l �．且 �6 

0≡写 �l－3 �壁一旦 � �撃・ど牟 �ダ‾ �6 5．南中A，‘ �〇一寧 

《男子2部リーグ》．、　　担当　【浅利T・加藤T■容呂T〕　　　　　13・14・・15コ「ト 

1 �2 �3 �4 �5 �勝　　　　　敗 �頼　　　　十　位 �チーム人数 

‘1．孟申A � �ろ〆」 �。3－1 �乞一陣3 �う†10 �．3〆l �且． �6・ 

2．・北唇A �仁一3、 � �0－3’ �巨3 �3一之 �l・／3 �ヰ �．6・ 

3．相馬中．■ �巨3 �・うーむ一 � �巨弓 �写㌻0・ �ユ／鼠 �3 �●8． 

4．三　申 �．賢一一丁ま �3－仁・ �い3一十′ � �■盲目 �4ノ0 �．／ �4 

号．ニ中B・ �′．‾・0－、3一 �ま＿「3■‥． �0一＋3 �守⊥3 � �0／4 �首 �感＿ダ∴ 

《男子3部リーグ〉’　　担当　地々禾T・沖村紫T・成田笥T〕　　　　16・17・18コ†卜 

1 �2 �3 �4 �5 �勝■一．　’敗 �騎　　　　　位 �チーム人鞍 

1∴車中B � �ろ⊥之■ �0－3 �3一† �3一・0 �3／．l �之‘ �子タ． 

2．四中8‾‾．亀 ■南中8 �ま：す � �．■0一事 �針目 �3－月 �ま・ノ㌢ �j �7 

3．附属B �3′0 �写一，0 � �ケー0▲ �3て5 �尋／鱒 �イ �6 6 

∴4．五中B �f－3 �巨3◆ �0・－3 � �乙一㌢ �・∂／■．革 �タ． 

5二　二中C �∂■ニ3 �守一3 �∂ニ3・ �3†＆二 �」 �卜〆3 �孝一 �．4　3 

名東子4部リーグ〉　　二担当　仙田丁ヰ畑T・斎藤T〕　　　　　　　3■4コート●・ 

1． �2、 �磯・ �－4‘ �鹿．　　敗 �頗　　－＿卑 �‘．チーム人数 

1▲．北辰B　一 � �・¢十3 �傷 �3．－0 �！／1‘ �え∴ �7 

2．・附属C �3－0 � �篭＿ �3－0 �エ／0・ �■／， �∴6 

聯勤毎財 �■　班醜 � � �珊脚山地必班翔 �開脚物物療柳批聯聯撒 �髄鰯搬槻純地物紹開脚甥 �雌杉北野磁力 空う 御 �搾取物融 　　和 

4．ニ中D●． �・0－3 �0－3 �葛． � �り圭一－ �．3－ 

■【対戦頃〕 4チーム �由2－3 �③2－4 �⑤3－4 � � 

・②1－4 �㊥巨？■ �－．⑥1－2 � � 

5チャム �①2－等 �・③1「5 �・⑤1－4 �由■1二3 �⑨7－2 

◎3－4・ �鱒2－3 �⑥3T5 �⑧2－4°■ �⑯4「去 

【オーダーについて〕l

tl、）6人チー与と対戦する声人チームは1番シングルスを棄権
（2）5人チーム同士の対戦は、全てシングルスの試合
（3）3～4人チームと対戦する場合はこ全てシングルスの試合

（5・－6人：1－5番シングルス、4人：1番棄権、3人：1・2番棄権）
（4）1部リーグは6人に満たないチームはオープン参加とする。

頒酢青堀三朝杏朗を
．《女子1由リーグ》　　　担当・〔芦澤T・三上T・小山T〕　　　　　　7・8・9コート　　　　　　　㌔

1 �2 �3 �4 �5・ �勝J　　　敗 �厳し　　　一鱒 �チーム人数 

1．三中A � �．う〆えー－ �才一、0 �3－0 �3’〆！ �ヰ／P �．＿／■ 

2．喪中A �・芝43 � �3－2 �’3．－仁 �ち・〆i �．3ノ　卓 �ま・ 

13．新和A �－0－3 �、鼠－3 � �．■3〆£ �3㌦十 �一之ノ皐一・ �3 

．4．ニ中A �0－3 �巨■3 �乞・－3 � �．3T・‡ �▼－／3二 �・牟 

5．四中A �巨阜 �巨3 �仁Tj物 �巨3 � �0／率 �針 

《女子2部リーグ》　　、担当　－〔長尾Tヰ葉T〕。　　　　　　　　　1・2コアト

1 �2 �3． �4． �、5 �鱒　　　　晩 �板　　　　　位 �チーム人数． 

1．南中A・ � �3′‾！ �乳で3 �3十0 �3一日 �3／「 �且■ �6 

2．附属A・ �し－一旦 � �打＿3 �与力 �●●巨3 �j／‘3 �．牟 �6 

3．．五　申 �う〆監 �写一㌔ � �3＋I �3－8‘ �．ヰ／0 �．／ �8 

4．＿北琴中 �0－3 �巨弓 �巨3－ � �巨き �β／争 �ダ �6 

5．田中B �一由一3一 �きィl・ �牒－3 �j一‾卜 � �室／ま �j �6こ 

《女子3部り一グ》　　　　担当　　亡樋口T・丹代T〕　　　　　　　　　‘5・6コート

1 �．2 �3・ �4　Y �5 �勝　　　・敗 �腋巨　　　　位 �チーム人数 

1∴真申B■ ‘軸， � �♪うー0 �‾きrl �写＋＋＋一t �3一さ �牛／サ �′ �5 

▲2．薪和中B・ ．．附属中．8 �・¢予3 �一 �‘ダー2 �う．＿〆十 �3．－㌔－ �．3／卜 �エ �噂，与 

3．ニ中B �巨‘3・ �之づ � �2－3 �1－3／ �0／争 �ぎ �窃　ぎ 

4．南中B �巨一軍 �一一号 �．－3一之－ � �巨と �阜■了ま／ �1．3 �・6 

亨．四中C �巨‾3 �「二3 �3月 �と十3’ � �‡′3 �ヰ‾ �7 

【対戦慣】 4チーム・ �①2－3 �．③2－4 �∴⑤3－4 � � 

②1⊥4 �一　④‘1－3 �⑥1－ノ2 � � 

5チーム1 �①2－5 �③1一宇・ �⑤1－4 �⑦1－台 �■⑨1－2 

ご②3・⊥4・▲ �＠2－3 �⑥3⊥5 �⑧2－4 �⑩4■一岳 

〔オーダーについて〕

（1）6人チームと対戦する5人チ一斗は1番シングルスを棄癒．
（2）5人チーム同士の対戦は、全てシングルスの試合
（3）3・－4人チームと対戦する場合は、全てシングルスの試合

（5～6人：1■－5番シングルス、4人：1番棄権、3人：1・2番棄権）

く4）1部リーグは6人に満たないチームはオープン参加とする。


