
平成16年度　宮崎県春季チャレンジテニス大会　２００４
男子シングルス １

準決勝/決勝戦 コンソレーション準決勝/決勝戦

シード
5-8 深野木貴志

5-8 太田 順三
5-8 曽根 正幸
5-8 矢田 佳孝

9-16
水尾 訓和
森　　　弘

9-16
9-16
9-16

高田 信史

3-4
3-4

9-16 西　　優馬
西嶋　建次
湯地　真之
野口　芳秀

9-16 村雲未知夫
中原　功二
森山　千寿
赤司　良平

9-16
9-16

1
2

25

26

51

52

BYE

矢田　佳孝 鵬翔高校

5

コンソレーション コンソレーション

BYE

BYE 2

竹山　義照

6

岩瀬　勝行 新田原ＴＣ

赤池　和也 都城市役所

山元　　茂 1

3

4

ファイナル

小川　紀明 小林商業高校

やまと

7

8

ファイナル 9

シーガイア

水元　智弘 磯

中林　久直

垂水　　透

シーガイア 10

中薗　雅之 ＣＨイワキリ 11

佐藤　　光

菅　　竹馬 シーガイアＪ 12

小中原司基 宮崎農業高校 13 ファイナル

14

BYE 15 坂本　直大 宮崎農業高校41

妻高校 16

岩永　貴宏 ダンデライオン 17

児玉　青樹

宮崎農業高校 23

岩切　健一 シリウス 20

坂田純一郎 シーガイア 21

若松　祐太 小林商業高校 22

石原なおゆき リザーブＪｒ 18

小畑　秀人 新田原ＴＣ 19

石田　卓也

西　　優馬 ライジングサン27

BYE28

谷口　健朗 リザーブＪｒ29

今井　勇輔 妻高校30

中村　雄 宮崎大医学部31

森川　英浩 宮崎北高校32

鉢田　正志 シーガイア33

澤田　雄太 宮崎北高校34

井上　史郎 ダンデライオン35

下堂薗大輔 宮崎第一高校36

渡会　健広 小林商業高校37

中島千明 Ｔファースト38

黒岩　智之 宮崎大医学部

39

常明　俊孝 やまと40

高牟礼勝宏

神家　克志 シリウス42

久野　康貴 串間クラブ43

清水　陽一 ミリオンJr44

牛島　達朗 宮崎北高校45

大峯　　亨 宮崎農業高校46

五條　亮寿 都城泉ケ丘高校47

近藤　翔英 リザーブＪｒ48

鵜飼　剛啓 シリウス49

瀧澤　延喜 宮崎大医学部5024谷口　賢祐 宮崎北高校

西嶋　建次 ルネサンス

山元　茂



男子シングルス ２ 平成16年度　宮崎県春季チャレンジテニス大会　２００４

赤司　良平 深野木貴志 金日サークル

77

宮崎大医学部 78 104

53

55

57

シーガイア 59

63

BYE 54

森　　　弘 都城ローン

井尻　淳 都城泉ケ丘高校 56

福留　達成 宮崎農業高校

西林　航 妻高校 58

小林商業高校山之口真二

日高　浩介 宮崎農業高校 60

佐藤　吉祥

興梠　勝彦 ＥＴＣ 64

宮崎大宮高校河添　祐介

柴田　康輝 69

田之上　翼 やまと 70

新田原ＴＣ

61

只野　秀一 宮崎北高校 62

船木　　翔 宮崎大学

延岡ロイヤル伊東　　優

西村　直樹 シーガイア

BYE

コンソレーション

65

西嶋　浩規 日向学院中 66

柚木崎森義 シーガイア

67

徳丸　恭兵 チーム・村雲 68

山本　龍次 都農高校

76

妻高校 73

井上　竜則 宮崎農業高校 74

藤田　和寿

BYE80

高橋　淳二 宮崎北高校 75

71

平原　信哉 宮崎大医学部 72

押川　博亮 妻高校81

阿部　　徹 磯82

渡辺　裕介 宮崎北高校83

姫田　一磨 シーガイアＪ84

矢野　辰茂 串間クラブ85

蒲池　典孝 ルネサンス宮崎86

小八重宏樹 宮崎南高校87

横田　聡史 宮崎農業高校88

熊本　翔太 宮崎北高校89

長谷川勇希 妻高校90

北村真理人 ミリオン

91 畑中　利博 ＣＨイワキリ

92

壱岐　浩輔 宮崎北高校93

栫　　恵太 宮崎第一高校94

黒木　信介 シーガイアＪｒ95

毛利　彰敏 串間クラブ96

川添　剛史 宮崎北高校97

工藤　慎吉 ファイナル98

岩上　史興 えびのＴＣ99

樺山　雅光 宮崎大宮高校100

コンソレーション

中原　功二 シーガイア79

堀　　誠司 宮崎北高校101

並　　卓也 都農高校102

103 BYE



男子シングルス ３ 平成16年度　宮崎県春季チャレンジテニス大会　２００４

水尾訓和 ファイナル

BYE

野口　芳秀 ファイナル 130 156

105

124

村雲未知夫 チーム村雲131

金井　俊二

太田　順三 新田原ＴＣ

日高　雄友

BYE 106

宮崎北高校 107

荒木 啓太 ロイヤルＪr 108

佐藤　圭悟 宮崎大学 109

本　　輝幸 磯 110

猪野　　勇 住吉ＧＭ 111

松葉　　勲 磯 112

新地　良二 都城農高 113

須江　宣俊 ダックリバー 114

佐藤　城誠 宮崎農業高校 115

井料田圭作 都城市役所

117

118

児玉　雄司 シーガイア

長尾　健太 都城工高144

吉永　周平 宮崎大学145大薗　一馬 小林商業高校 119

山内　健司 ルネサンス 120

串間　義孝 シーガイア 121

大平原真吾 チーム・村雲 122

宮崎大学 126

河野　明浩 宮崎北高校職員 123

末留誠一朗 日南高校

山下　祐樹 都城泉ケ丘高校 125

瀬戸口雄大

宮崎北高校134

有川　　清 やまと135

松本　和彦 都農高校136

図師　裕也 妻高校137

山路　紘徳 リザーブJr138

中村　彰宏 宮崎北高校139

竹之内博文 シーガイア140

児玉栄一郎 都農高校141

BYE142

143 高橋　幸彦 カリヨン

長友　悟 ダンデライオン 116

鈴木　翔太 宮崎農業高校146

関　　　誠 やまと147

村下　武司 都城泉ケ丘高校148

鹿嶋　恵一 ティファニー149

吉田裕一朗 宮崎農業高校150

平岡　史大 宮崎大医学部151

155 BYE

小久保　光 宮崎大宮高校152

金丸　勇弥 妻高校153

弓削　貴嗣 ライジングサン 128

129

四谷　　勝 フラッパー 127

BYE132

冨永　則充 飛江田ＧＴ133

岸本　大河 宮崎大医学部154

コンソレーションコンソレーション



男子シングルス ４ 平成16年度　宮崎県春季チャレンジテニス大会　２００４

湯地　真之 宮崎農業高校ＯＢ 182 208

曽根　正幸

BYE

コンソレーション

ジオテック 157

BYE 158

田之上講平 妻高校 159

松田　祥一 ラブ・オール 160

五十嵐　誠 宮崎北高校 161

中島　健登 宮崎農業高校 162

南 　　慎一 延岡ロイヤル 163

石坂　敏昭 ルネサンス宮崎 164

柿木　祐介 都城泉ケ丘高校 165

岩満　英樹 シーガイア 166

南　　正弘 ルネサンス 167

日高　拓也 宮崎農業高校 168

川口　公博 日南ＴＣ 169

梯　　隼人 チーム村雲 170

川畑　一希 都城泉ケ丘高校 171

小山　貴弘 宮崎南高校 172

小野　真一 磯 173

竹永　宏史 ダンデライオン 174

木村　英二 宮崎大宮高校 175

仮屋　太樹 小林商業高校 176

河内　　勇 メディキット 177

陣内　優也 宮崎農業高校 178

松岡　裕二 シーガイア 179

緒方　一雅 妻高校 180

BYE

福原　知之

川越　祐二

柴　　　誠

198

中窪　信二

山田　隆之

184

高山　　寛 宮崎大宮高校185

宮崎大医学部186

湯地　克仁 磯187

ＥＴＣ188

宮永　翔一 妻高校189

宮崎南高校190

中村　政史 磯191

シーガイア192

渡辺　敬介 都城泉ケ丘高校193

轟木　進一

194

伊藤　亨祐 宮崎大学195

BYE

宮崎農業高校ＯＢ196

新増　翔悟 都城工業高校197

貴島　大幸

わかばTC199

桶之口裕紀

200

妻高校201

野邊　信勝

202

大渡　慎也 都城泉ケ丘高校203

中嶋　　亮

204

大山　大輔 小林商業高校205

清松　　誠

183

高田信史 ファイナル

コンソレーション

森山　千寿 ファイナル

宮崎大学

シーガイア

シーガイア

宮崎北高校

206

207 BYE

浅尾　健二 磯

181



女子シングルス 1 平成16年度　宮崎県春季チャレンジテニス大会　２００４

決勝戦 コンソレーション決勝

シード
3-4 山路光子
3-4 今井　千宏 5-82

5-8
5-8

島　のぞみ
鳥越　智美 宮田　明美

乾　　恭子
宮野　瑞己

5-8田口　美保1

コンソレーション

48 宮田　明美 日南ＴＣ宮野　瑞己 シーガイア 24

47 渡辺亜里咲 ファイナル横山美由紀 小林商業高校 23

46 長友　明美 DiasDea松山　裕子 宮崎南高 22

45 石塚　元巳 宮崎大学大津　伸子 シリウス 21

44 山元　美穂 小林中テニスクラブ黒木ゆめみ 妻高校 20

43 湯地江里佳 宮崎南高佐伯　涼子 宮崎南高 19

42 松元カズミ 日南ＴＣ米澤　睦代 シーガイア 18

41 小田くみの 小林商業高校甲斐　莉花 小林商業高校 17

40 下室　幸子 ファイナル﨑田　好弥 宮崎南高 16

39 小田成里菜 宮崎南高大野　笑加 ファイナルJr 15

38 内野奈々美 小林商業高校井上　由美 ダンデライオン 14

37 矢野　明子 ファイナル鮫島　成美 小林中テニスクラブ 13

36 木佐貫佳澄 ﾘｻﾞｰﾌﾞ渡邊　志麻 小林中テニスクラブ 12

35 黒木　彩加 妻高校本部　智保 ダンデライオン 11

34 中嶋　敦子 住吉ＧＭ岡本　明香 宮崎大学 10

33 藤山　明子 宮崎南高角井　美帆 小林中テニスクラブ 9

32 豊田 知代 ロイヤルＪr斉藤　政代 ファイナル 8

31 吉山　政子 ダンデライオン尾崎　京子 DiasDea 7

30 松山　幸代 宮崎南高椎屋ひとみ 小林商業高校 6

29 伊原　和泉 宮崎大学古川　智美 小林中テニスクラブ 5

28 宮本 　萌 ロイヤルＪr猪野　美樹 シーガイア 4

中井さおり シーガイア山口　由子 ダンデライオン 3

BYE 2 26

27

BYE

コンソレーション

島　のぞみ イワキリＪｒ 1 25 山路光子 ファイナル



女子シングルス ２ 平成16年度　宮崎県春季チャレンジテニス大会　２００４

96 鳥越　智美 宮沖TC今井　千宏 ティップトップ 72

95 BYEBYE 71

94 乾　　　　泉 小林ＴＣ近間　郁子 シーガイア 70

93 工藤　重代 ファイナル村川　智美 日南ＴＣ 69

92 白坂　美姫 ウイング川野　静香 ＥＴＣ 68

91 日高　春華 妻高校日高　由美 妻高校 67

90 橋口　彩音 妻高校山下真由美 よだきんぼ 66

89 松山　愛美 宮崎南高椎葉　裕紀 妻高校 65

88 藤川さとみ シーガイア河野利江子 小林ＴＣ 64

87 林　美智子 ＥＴＣ福江　洋美 日南ＴＣ 63

86 小泉 嬉子 ロイヤルＪr上鑢　弘子 串間クラブ 62

85 中屋敷知美 小林中テニスクラブ上谷　紀子 小林中テニスクラブ 61

84 山北　美奈 小林中テニスクラブ谷口　佳子 串間クラブ 60

83 川中亜沙美 宮崎南高児玉真由美 ルネサンス 59

82 清  　 裕子 都農高校原田 麻美 ロイヤルＪr 58

81 甲斐 景子 ロイヤルＪr河野　裕子 グローアップ 57

80 川上麻衣子 小林商業高校元澤　淑美 小林商業高校 56

79 大井手美香 ダンデライオン高橋　真美 飛江田ＧＴ 55

78 柴田由理恵 新田原ＴＣ今村　直美 ファイナル 54

77 永友　聖代 シリウス下脇　裕美 小林商業高校 53

76 永田　朋子 宮崎南高熊本 郁実 ロイヤルＪr 52

75 横山　　瞳 宮崎南高大久保みどり ファイナル 51

前田　友美 宮崎南高 50 74 杉尾紀美子 ダンデライオン

コンソレーション コンソレーション

乾　　恭子 小林中テニスクラブ 49 73 田口　美保 ファイナル



男子ダブルス 1 平成16年度　宮崎県春季チャレンジテニス大会　２００４

決勝戦 コンソレーション決勝

曽根　正幸 ジオテック 永山　勝宏 ルネサンス

山元　茂 ファイナル 亀田　和也 ドリームＡ

大薗　一馬 小林商業高校 垂水　透 シーガイア
仮屋　太樹 小林商業高校 野邊　信勝 シーガイア

西嶋　浩規 日向学院中 赤司　良平 宮崎大医学部

菅　　竹馬 シーガイアＪ 平岡　史大 宮崎大医学部

川越　祐二 ＥＴＣ 新地　光春 ルネサンス
興梠　勝彦 ＥＴＣ 宮本　昇 ルネサンス

福島　裕介 宮崎大医学部 岩元　哲司 磯
岸本　大河 宮崎大医学部 中村　政史 磯

田之上　講平 妻高校 湯地　真之 宮崎農業高校ＯＢ

押川　博亮 妻高校 貴島　大幸 宮崎農業高校ＯＢ

長尾　健太 都城工高 瀬戸口雄大 宮崎大学
新地　良二 都城農高 清松　誠 宮崎大学

山之口真二 小林商業高校 長谷川勇希 妻高校
大山　大輔 小林商業高校 山田　隆之 妻高校

大迫　朗 わかばＴＣ 石坂　敏昭 ルネサンス宮崎

大迫　宏 わかばＴＣ 蒲池　典孝 ルネサンス宮崎

柚木崎森義 シーガイア 阿部　徹 磯
垂水　亮 シーガイア 松葉　勲 磯

吉永　周平 宮崎大学 西林　　航 妻高校
船木　　翔 宮崎大学 宮永　翔一 妻高校

柿木　祐介 都城泉ケ丘高校 一安　則幸 ルネサンス
川畑　一希 都城泉ケ丘高校 松村　房夫 ルネサンス

鉢田　正志 シーガイア 高山　　寛 宮崎大宮高校

野田　　隆 串間クラブ 稲用　　裕 宮崎大宮高校

柴　　　誠 宮崎南高校 園田　浩二 宮崎北高校職員

小八重宏樹 宮崎南高校 河野　明浩 宮崎北高校職員

鈴木　翔太 宮崎農業高校 村岡　重明 ラブ・オール

坂本　直大 宮崎農業高校 松浦　寿人 ラブ・オール

津曲　宏思 都城工業 今井　勇輔 妻高校
新増　翔悟 都城工業高校 児玉　青樹 妻高校

中窪　信二 わかばTC 河野　雄一 清武町テニス協会

上地　真一 リザーブ 福田　千里 ＥＴＣ

中原　功二 シーガイア 五條　亮寿 都城泉ケ丘高校

甲斐　雄一 宮崎大学 村雲未知夫 チーム村雲

シード

山元　茂 5-8 徳丸　恭兵 9-16

矢田　佳嵩 5-8 松葉　勲 9-16

亀田　和也 5-8 蒲池　典孝 9-16

森　　　弘 5-8 垂水　亮 9-16

大迫　　宏
石田　卓也

福留　達成

坂田　純一郎

9-16
9-16

永山　勝宏

鎌田　勝久

大迫　　朗
小中原司基

井上　竜則

太田　順三

深野木　貴志

阿部　　徹
石坂　敏昭

柚木崎森義

9-16
9-16

五條　亮寿
木田　晶俊

西岡　誠治

甲斐　雄一

村雲未知夫

長友　悟

曽根　正幸 高橋　幸彦
中原　功二西嶋　建次

1
2

3-4
3-4

4020

3919BYE BYE

3818

3717

3616

3515

3414

3313

3212

3111

3010

299

288

277

266

255

244

233

2 22

1 21

BYE BYE

コンソレーション コンソレーション



男子ダブルス ２ 平成16年度　宮崎県春季チャレンジテニス大会　２００４

高橋　幸彦 カリヨン 木田　晶俊 ダンデライオン

西岡　誠治 カリヨン 長友　　悟 ダンデライオン

小山　貴弘 宮崎南高校 佐藤　城誠 宮崎農業高校

矢野　祐輔 宮崎南高校 陣内　優也 宮崎農業高校

小野　真一 磯 木村　英二 宮崎大宮高校

本　　輝幸 磯 河添　祐介 宮崎大宮高校

金丸　勇弥 妻高校 山崎　和幸 ルネサンス
図師　裕也 妻高校 四谷　勝 フラッパー

山下　祐樹 都城泉ケ丘高校 伊藤　亨祐 宮崎大学
大渡　慎也 都城泉ケ丘高校 佐藤　圭悟 宮崎大学

井料田圭作 都城市役所 水元　智弘 磯
赤池　和也 都城市役所 湯地　克仁 磯

横田　聡史 宮崎農業高校 石田　広人 ファイナル
大峯　　亨 宮崎農業高校 宮畑　力也 ファイナル

水元　貴弘 日南ＴＣ
藤丸　修一 日南ＴＣ

太田　順三 新田原ＴＣ 深野木貴志 金日サークル

坂田純一郎 シーガイア 徳丸　恭兵 チーム・村雲

小中原司基 宮崎農業高校 井上　竜則 宮崎農業高校

石田　卓也 宮崎農業高校 福留　達成 宮崎農業高校

渡辺　敬介 都城泉ケ丘高校 清水　陽一 ミリオンJr
井尻　淳 都城泉ケ丘高校 黒木　信介 シーガイアJr

デン　ガン ジオテック 猪野　　勇 住吉ＧＭ
矢崎　成俊 ジオテック 松井　一典 住吉ＧＭ

中島　健登 宮崎農業高校 出田　正人 ＥＴＣ
日高　拓也 宮崎農業高校 山口　洋一 ＥＴＣ

那須　紘之 Ｄ－Ｔ－Ｌ 小川　紀明 小林商業高校

大部薗一彦 Ｄ－Ｔ－Ｌ 若松　祐太 小林商業高校

下堂薗大輔 宮崎第一高校 児玉　裕也 わかばＴＣ
長濱　健太 宮崎第一高校 高野　広昭 わかばＴＣ

鹿嶋　恵一 ティファニー 岩満　英樹 シーガイア
鹿嶋　英明 ティファニー 轟木　進一 シーガイア

緒方　一雅 妻高校 吉田裕一朗 宮崎農業高校

藤田　和寿 妻高校 日高　浩介 宮崎農業高校

鎌田　勝久 九電クラブ 西嶋　建次 ルネサンス

森　　　弘 都城ローン 矢田　佳嵩 鵬翔高校
8060

7959BYE BYE

7858

7757

7656

7555

7454

7353

7252

7151

7050

6949 BYE

6848

6747

6646

6545

6444

6343

42 62BYE BYE

コンソレーション コンソレーション

41 61



女子ダブルス 平成16年度　宮崎県春季チャレンジテニス大会　２００４

中山　るみ ＨＩＲＯ．Ｌ 上谷　紀子 小林中テニスクラブ

河野　節子 ＨＩＲＯ．Ｌ 乾　　恭子 小林中テニスクラブ

川中亜沙美 宮崎南高
藤山　明子 宮崎南高

岡本　明香 宮崎大学 大野ひろみ ファイナル
中島　早苗 宮崎大学 本村　和子 小林ＴＣ
中村　真紀 リザーブ 井上　百恵 日南ＴＣ
郡山久美子 リザーブ 村上　美姫 日南ＴＣ
小田くみの 小林商業高校 山元　寿子 ルネサンス
元澤　淑美 小林商業高校 児玉真由美 ルネサンス

松山　幸代 宮崎南高 津曲　春美 飛江田ＧＴ
松山　愛美 宮崎南高 松本千恵子 飛江田ＧＴ
高岩加代子 金日サークル 米澤　睦代 シーガイア
渡部　智子 金日サークル 上原　律子 シーガイア

矢野　明子 ファイナル 宮永　朋美 ダンデライオン

斉藤　政代 ファイナル 丸野　佳子 ダンデライオン

恵島　朝子 ＣＨイワキリ 吉田　康子 ＨＩＲＯ．Ｌ
木下　栄子 ＣＨイワキリ 小畑　昭子 ＨＩＲＯ．Ｌ
伊原　和泉 宮崎大学 前田　友美 宮崎南高
上山みゆき 宮崎大学 松山　裕子 宮崎南高
椎屋ひとみ 小林商業高校 服部　千種 リザーブ
川上麻衣子 小林商業高校 木佐貫佳澄 リザーブ
井上　由美 ダンデライオン 益留　幹子 ＨＩＲＯ．Ｌ
永井ひとみ ダンデライオン 中別府文代 リザーブ
田口　美保 ファイナル 新地トシ子 シーガイア
山路　光子 ファイナル 肥田木眞由美 シーガイア

渡邊　志麻 小林中テニスクラブ 宮田　明美 日南ＴＣ
山北　美奈 小林中テニスクラブ 松元カズミ 日南ＴＣ
福江　洋美 日南ＴＣ 中屋敷知美 小林中テニスクラブ

村川　智美 日南ＴＣ 古川　智美 小林中テニスクラブ

黒木ゆめみ 妻高校
黒木　彩加 妻高校

川野　静香 ＥＴＣ 清水　麻弥 都城農高
林　美智子 ＥＴＣ 外村　　舞 都城農高
藤崎　景子 ミリオンＪｒ 日高　由美 妻高校
伊達　美友 ミリオンＪｒ 橋口　彩音 妻高校
谷口　信子 ルネサンス 甲斐　莉花 小林商業高校

長峯　敦子 ルネサンス 横山美由紀 小林商業高校

佐伯　涼子 宮崎南高 星野　由里 都農高校
﨑田　好弥 宮崎南高 浜砂伊津美 都農高校
ﾍﾞﾙﾁｬｰ五月 ＣＨイワキリ 下脇　裕美 小林商業高校

岩元真由美 ＣＨイワキリ 内野奈々美 小林商業高校

佐藤　雅子 ダンデライオン 白坂　淳子 小林ＴＣ
山口　由子 ダンデライオン 江藤　智美 小林ＴＣ
白坂　美姫 ウイング 杉尾紀美子 ダンデライオン

香川加奈子 ウイング 本部　智保 ダンデライオン

下神　千陽 宮崎南高 横山　　瞳 宮崎南高
福永　紗季 宮崎南高 小田成里菜 宮崎南高
下室　幸子 ファイナル 後藤　美樹 シーガイア
今村　直美 ファイナル 轟木　利香 シーガイア

穴井　多津子 ＣＨイワキリ 河野利江子 小林ＴＣ
浜田　由美子 ＣＨイワキリ 乾　　　泉 小林ＴＣ
永田　朋子 宮崎南高 甲斐　仁子 リザーブ
湯地江里佳 宮崎南高 長田　涼子 リザーブ
日高　春華 妻高校
椎葉　裕紀 妻高校
鮫島　成美 小林中テニスクラブ 児玉留美子 リザーブ
山元　美穂 小林中テニスクラブ 大山　雅子 ＣＨイワキリ

シード
河野　節子 5-8 乾　　恭子 9-16 斉藤　政代

児玉留美子 大山　雅子 5-8 小畑　昭子 9-16
村川　智美 5-8 本部　智保 9-16
松元　カズミ 5-8 丸野　佳子 9-16

9-16
9-16

矢野　明子
白坂　淳子
高岩加代子

佐藤　雅子 山口　由子

吉田　康子
杉尾　紀美子

宮永　朋美

江藤　智美
渡部　智子

山北　美奈
山元　美穂
古川　智美
岩元真由美

中山　るみ

福江　洋美
宮田　明美

上谷　紀子渡邊　志麻
鮫島　成美
中屋敷知美
ﾍﾞﾙﾁｬｰ五月

9-16
9-16

1
2

3-4
3-4

55

56

57

58

59

60

29

30

51

52

53

54

25

26

27

28

21

22

23

24

20 50

19 49

18 48

17 47BYE

16 46

15 45

14 44BYE BYE

13 43

12 42

11 41

10 40

9 39

8 38

7 37

6 36

5 35

4 34

3 33

2 32BYE

コンソレーション コンソレーション

1 31
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