
男子ダブルス

前田･卯月
甲府工業 2-1

清水･岡井 鈴木･小野 森原･山田 0

甲府昭和 都留興譲館 笛吹 1-1

渡辺一･倉澤 清水拓･金丸 永田･小久保 0 3-1

吉田 山梨学院 日大明誠(ｵｰﾌﾟﾝ）
川端･楠間 井上･戸原 西宮･片倉 0

甲斐清和 塩山 甲府東 2-2

朝倉･青柳 小林桂･中嶋 村田･前川 0 4-1

甲府南 韮崎 山梨
渡辺右･白須 西海･佐野 山内･渡邊大
吉田 甲府商業 富士北稜 2-3 2

小林･伏見 松橋･小澤 市川･金津
北杜 山梨学院 日大明誠 0 3-2

武田雄･古屋 雨宮･神坐 中山･内田 0 0

都留興譲館 日川 甲府第一 2-4

氏原･横内 森澤･横山 平井･名取 5-1 2

巨摩 甲府工業 都留
原･岩波 石井･渡邊善 小高･藤原
山梨学院 富士北稜 都留 2-5

渡邊･鈴木 河西･正木 奥脇･渡辺龍
農林 甲斐清和 吉田 1 3-3 0

杉本･山口 中村･内藤 大塚･梶原 0

都留興譲館 日川 甲府西 2-6

白須･宮下 根津･秋山 幡野･吉良 2

富士河口湖 甲府工業 笛吹 4-2

植松朋･山下 小澤･戸栗 清水康･岸本 1 0

甲府昭和 巨摩 山梨学院 2-7 0

上野･築野 池田･小西 大川･福西
甲府南 日大明誠 北杜 3-4

河野･中野 岡村･佐藤 青柳希･雨宮 0

甲府第一 韮崎 塩山 2-8

板山･小松
日本航空 6-1

後藤･志村
甲府工業 2-9

雨宮･武藤 遠山･小山田 㓛刀･小野 0

甲府南 富士北稜 甲府昭和 1-2

井口･市村 山内･幡島 原･小池 1 3-5

日大明誠 山梨学院 韮崎
野沢･熊王 大西静･佐藤 清水･小林
甲府西 都留興譲館 都留 2-10

川田･山村 青柳侑･渡邊 金子･舟久保 0 4-3

甲斐清和 塩山 吉田 1

濱谷･田邊 坂本･三森 保坂･増澤
日本航空 笛吹 山梨学院 2-11

後藤･加々美 堀内琉･池田 河野･小谷
塩山 富士河口湖 甲府東 0 3-6

奥山･矢﨑 小林･伊東 小宮山･門脇 0

日川 山梨学院 甲府昭和 2-12

小俣･井上 坂本･宇治 武田稜･星野 0

都留 吉田 都留興譲館 5-2

三井･奥田 芳賀･藤原 川上･小田切 0

山梨学院 塩山 甲府昭和 2-13

唐沢･小林 種田･望月 中嶌･大場
甲府工業 巨摩 甲府東 3-7 1

雨宮･ジョセ 大西輝･今原 小沢･原田 2

甲斐清和 都留興譲館 日川 2-14

大喜･原田 鈴木･雨宮 末武･横山 1

甲府南 山梨 甲府第一
鈴木･萩原 後藤･小瀧 宮崎･馬場 4-4

甲府西 甲府南 日本航空 2-15 0

雨宮･赤羽 輿水･白倉 西室･小見山
農林 韮崎 甲府工業 0

山口･天野 瀧口･中村 渡邉･前田 3-8

富士北稜 吉田 都留興譲館 1-3 0

清水利･久保寺 村岡･芦澤 久保田･齋藤
山梨学院 都留(ｵｰﾌﾟﾝ） 甲斐清和 1 2-16

小林純･永井 2

日大明誠
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女子ダブルス

沼野･崔

日本航空 2-1

阿部･髙橋 佐藤･落合 小俣結･小俣美

日川 甲府南 都留 1-1

町田･小池 村松紗･保坂 保坂･山内 0 3-1

山梨 甲府昭和 農林 1

田中･市井 白井･山本 沢登･飯島 1

塩山 富士河口湖 甲府西 2-2

関田･若月 水口･小松 沖松･内藤 0 4-1

甲府第一 甲府東 富士北稜

藤原青･佐久間 雨宮･石澤 川阪･猪苗代

山梨 甲府商業 甲府城西 2-3

雨宮･浅川 山辺･保坂 梶原･市川

都留 北杜 日川 1 3-2

渡邉･白井 望月･阿部 森･長沼 1 0

富士北稜 農林 甲斐清和 2-4

天野･橘田 2

甲府西 5-1

村松万･植松和 2

甲府昭和 2-5 0

藤原若･荻原 小河内･高見澤 内池･穴井 2

山梨 甲府南 巨摩 1-2

山﨑･加藤 水越･宮城 長谷川･尾﨑 3-3 1

日川 富士北稜 甲府商業

樫山･時田 権田･圡屋 小林･原

甲府西 甲府城西 日本航空 2-6

加々美･四條 小林･松田 児浦･土井

吉田 甲府第一 塩山 0 4-2

小池･柿澤 渡邊･前田 品村･鈴木 0

北杜 都留(ｵｰﾌﾟﾝ） 日本航空 2-7 0

村田･藤原 吉原･手塚 新井･渡邉

日川 山梨 日大明誠 1

土屋･阿部 大村･小島 土橋･中込 3-4

日川 塩山 甲府東 1-3 0

帯津･東條 入戸野･三井 石原･細田

甲府昭和 甲府城西 甲府第一 1 2-8

平野･松澤

甲府西
19

14

13

16

15

18

17

8

7

10

9

12

11

2

1

4

3

6

5

棄権


