
決勝リーグ戦得点集計表　イヌワシ（予選1位＆2位グループ）　　8月2日（日）

A：第1コート �スタークラブ �稲生 �こまちゃん∨ �西南部SVC �採点 �勝：負 �セット 率 �ポイント 率 �順位 

スタークラブ （石川県） � �⑤ 2（；吉日 �③ 2〔：十年 �① 串三年 �6 �3　：　0 �6　／　0 �94／73 1．2877 �1 

稲生 （三重県） �⑤ 0〔1号串 � �② 串三年 �④ 串三年 �5 �2　　　1 �4／2 2．0000 �92／63 1．4603 �2 

こまちゃん∨ （長野県） �③ 串≡串 �② 0：芋」阜 � �⑥ 宜：計 �3 �0　：　3 �1／6 0．1667 �86／100 0．8600 �4 

西南部SVC （石川県） �① 章二阜 �④ 串≡阜 �⑥ 2〔昔；〕1 � �4 �1　　　2 �2／5 0．4000 �66／102 0．6471 �3 

甘：築2コート �LEGO �JSCレインボーズ �やまだACE �新道ギャラクシー �採点 �勝：負 �セット 率 �ポイント 率 �順位 

LEGO （京都府） � �⑤ 2〔：号告 �③ 浩三計 �① 2〔昔；〕1 �6 �3　：　0 �6／2 3．0000 �116／99 1．1717 �1 

JSCレインボーズ （新潟県） �⑤ 0〔1号；〕2 � �② 2〔昔；〕1 �④ 2「：；三申 �5 �2　　　1 �4／3 1．3333 �100／91 1．0989 �2 

やまだACE （富山県） �③ 1臣計 �（9 1〔i詰…〕2 � �⑥ 常子；〕2 �3 �0　：　3 �3／6 0．5000 �105／129 0．8140 �4 

新道ギャラクシー （新潟県） �（D 1〔昔：〕2 �④ 串≡阜 �⑥ 雄三計 � �4 �1　　　2 �3／5 0．6000 �106／108 0．9815 �3 

c：第3コート �スクエアー �STS2008 �やまとJVC �しらみね �採点 �勝：負 �セット 率 �ポイント 牽 �順位 

スクエアー （石川県） � �∴∴ �③ 2臣計 �（D 串三年 �6 �3　：　0 �6／1 6．0000 �102／72 1．4167 �1 

STS2008 （福井県） �⑤ 串≡串 � �② 串≡阜 �④ 串三年 �4 �1　　　2 �2／4 0．5000 �68／81 0．8395 �3 

やまとJ＞C （佐賀県） �③ 1〔昔；〕2 �② 串三年 � �⑥ 膏」…〕2 �4 �1　　　2 �4／4 1．0000 �109／108 1．0093 �2 

しらみね （石川県） �① 串≡阜 �④ 0：‡三阜 �⑥ 畠」…1－ � �4 �1　　　2 �2／5 0．4000 �85／103 0．8252 �4 

D：第4コート �はぜくらぶ　B �グッピー・ファミリー �内灘SV愛好会 �こまちゃんZ �採点 �勝：負 �セット 奉 �ポイント 率 �順位 

はぜくらぶB （長野県） � �⑤ 1〔i吉；〕2 �③ 0〔：号：〕2 �（D 串≡阜 �3 �0　：　3 �1／6 0．1667 �83／103 0．8058 �4 

グッピー・ファミリー （愛知県） �⑤ 2〔昔；〕1 � �② 串≡串 �④ 雷三宮 �5 �2　　　1 �5／3 1．6667 �102／93 1．0968 �2 

内灘SV愛好会 （石川県） �③ 2〔㌍串 �② 串≡串 � �⑥ 章子；〕2 �4 �1　　　2 �3／4 0．7500 �85／98 0．8673 �3 

こまちゃんZ （長野県） �（D 2日；三年 �④ 高三計 �⑥ 2臣乱 � �6 �3　：　0 �6／2 3．0000 �105／81 1．2963 �1 

∵　　　　　　　∴－翻し　∴一．


