
平成25年度　ウィークデーテニス大会（女子ダブルス） 6月18日　　　　柳川瀬公園

会場責任者 ： 猿原　茂

1R 2R 3R QF SF SF QF 3R 2R 1R

冨岡 波江 (TET) 岡崎 由希子 (テニス村)

伊原 祐子 (つくしんぼ) 田中 貴美江 (TET)

６０ ６３ 河合 美穂 (茶Run歩゜Run)

石川 順子 (YY_tennis チーム)

泊野 百合子 (アルタビスタ) 河合 ６１ 栗山 知子 (ポケット)

牛島 昌子 (アルタビスタ) 石川 山本 友美 (ポケット)

神谷 清美 (FRI) 足立 ６０ ６３ 松島 松島 千鶴 (アルタビスタ)

斉藤 智子 (FRI) 林 庭池 庭池 香里 (うめつぼだいスポーツクラブ)

足立 由美子 (YY_tennis チーム) ６４ 河合 ６２ 山口 寿美 (POF)

林 裕子 (YY_tennis チーム) 郷 高塚 美津恵 (リリークィーンズ)

柳 里香 (Fore☆Star) 渡辺 ６３ ６４ 西崎 西崎 美砂子 (LA VIE EN ROSE)

榊原 弘美 (Fore☆Star) 筒井 水田 水田 育美 (LA VIE EN ROSE)

渡辺 周子 (FRI) ６１ 神谷 ６１ 仙崎 史枝 (ラッキーショット)

筒井 尚子 (コバリテニスパーク) 浅野 市岡 照子 (ラッキーショット)

社本 千枝 (アルタビスタ) 社本 ６２ ６１ 谷口 薗田 絹子 (FRI)

木村 恭子 (LA VIE EN ROSE) 木村 安藤 川本 真佐美 (ポケット)

立野 和子 (スパシオⅡ) ７５ ６０ 谷口 早苗 (名古屋ＧＴＣ)

伊藤 奈穂 (40-LOVE) 安藤 美奈 (チアフルダックス)

神谷 洋子 (FRI) ７５ 杉浦 ６３ 河合 佳子 (POF)

浅野 木奈子 (MITC) ６３ 関 郷 真由美 (MITC)

東海林 祐子 (キューブ) ６４ 田中 山本 敬子 (センターラケット)

長谷川 淳子 (チアフルダックス) 福島 福嶋 朋子 (チームリボン)

岡田 忍 (YY_tennis チーム) 小寺 ６４ ６３ 関根 恭子 (FRI)

朝岡 真規子 (YY_tennis チーム) 石垣 村田 美春 (YY_tennis チーム)

小寺 朋子 (アールグレイ) ７５ 東海林 浅井 ６３ 田中 文子 (コバリテニスパーク)

石垣 多佳予 (リリークィーンズ) 長谷川 鈴木 福島 由子 (コバリテニスパーク)

小山 富士子 (ラブ・ウィンテニスクラブ) 小山 ６２ 51RET 浅井 洋未 (POF)

藤田 恵理子 (FRI) 藤田 鈴木 敦子 (TET)

早田 直子 (センターラケット) ６０ 越前 ６０ 青山 美由紀 (アルタビスタ)

佐々木 ますみ (センターラケット) 上野 古山 桃子 (アルタビスタ)

岩田 英子 (名古屋ＧＴＣ) 岩田 76(4) ６４ 石川 石川 真理子 (fun♪fun)

荒川 慶 (名古屋ＧＴＣ) 荒川 寺田 寺田 由希子 (fun♪fun)

小松 有希 (fun♪fun) ６３ ６２ 近藤 恵理子 (ライジングサン)

三田 淳子 (fun♪fun) 田端 孝子 (ライジングサン)

梶川 龍美 (FRI) ６１ ６０ 杉浦 美由紀 (POF)

杉崎 孝子 (キューブ) 関 智恵美 (POF)

菊岡 朝子 (ラッキーショット) W.O ６３ 中川 愛子 (プログレス)

宮崎 智美 (ラッキーショット) シード 川満 奈々子 (プログレス)

越前 明美 (MARS) ６１ 　　[1]　冨岡 波江・伊原 祐子 W.O 柴口 清佳 (コートジェスターズ)

上野 令泉子 (チームA.C.K) 　　[2]　柴口 清佳・森山 亜由子 森山 亜由子 (ハニービーンズ)

　　[3]　東海林 祐子・長谷川 淳子
　　[4]　河合 佳子・郷 真由美
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平成25年度　ウィークデーテニス大会（女子ダブルス）

仙崎 史枝 (ラッキーショット) 山本 敬子 (センターラケット)

市岡 照子 (ラッキーショット) 福嶋 朋子 (チームリボン)

仙崎 ６３

梶川 龍美 (FRI) 市岡 山本 近藤 恵理子 (ライジングサン)

・鳥居 直美 (キャロット) 栗山 ６５ 福嶋 田端 孝子 (ライジングサン)

山本 ６１

栗山 知子 (ポケット) ６２ 岡崎 薗田 薗田 絹子 (FRI)

山本 友美 (ポケット) 田中 川本 川本 真佐美 (ポケット)

６３ ６４

岡崎 由希子 (テニス村) ６５ 岡田 忍 (YY_tennis チーム)

田中 貴美江 (TET) 朝岡 真規子 (YY_tennis チーム)

神谷 清美 (FRI) ６３ 泊野 百合子 (アルタビスタ)

斉藤 智子 (FRI) 牛島 昌子 (アルタビスタ)

６４ 山口 ６５

中川 愛子 (プログレス) 高塚 山口 寿美 (POF)

川満 奈々子 (プログレス) ６３ 高塚 美津恵 (リリークィーンズ)

関根 恭子 (FRI) ６２ 柳 里香 (Fore☆Star)

村田 美春 (YY_tennis チーム) 榊原 弘美 (Fore☆Star)

６３

小松 有希 (fun♪fun) ６３ 立野 立野 和子 (スパシオⅡ)

三田 淳子 (fun♪fun) 小松 伊藤 伊藤 奈穂 (40-LOVE)

三田 ６４

早田 直子 (センターラケット) ６３ 菊岡 菊岡 朝子 (ラッキーショット)

佐々木 ますみ (センターラケット) 宮崎 宮崎 智美 (ラッキーショット)

６２

青山 美由紀 (アルタビスタ)

古山 桃子 (アルタビスタ)

23 28

【 コンソレーション 】
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平成25年度　ウィークデーテニス大会（女子ダブルス） 6月18日　　　　高岡公園体育館

会場責任者 ： 安井 栄子

1R 2R QF SF SF QF 2R 1R

浅井 由美 (コバリテニスパーク) 浅井 高木 高木 朝子 (Fore☆Star)

長田 理麻子 (コバリテニスパーク) 長田 鈴木 鈴木 智香子 (名古屋グリーンテニスクラブ)

BYE ６２ ６０ 原 友佳子 (ラッキーショット)

BYE 加藤 寿江 (FRI)

伊藤 規子 (Fore☆Star) 有馬 W.O 末久 義子 (朝日丘テニスクラブ)

佐藤 信子 (Fore☆Star) 坂本 相澤 麻美 (朝日丘テニスクラブ)

小田嶋 恵巳 (名古屋グリーンテニスクラブ) ６４ 76(5) 新谷 千秋 (センターラケット)

三嶋 美咲 (名古屋グリーンテニスクラブ) 生稲 由紀子 (三菱自動車名製)

大島 美香 (テニス村) ６２ ６４ 有馬 さやか (FRI)

吉田 里香 (YY_tennis チーム) 坂本 めぐみ (FRI)

都築 さゆり (プログレス) 新美 前田 ６３ 川合 光子 (カミング)

岡部 康代 (プログレス) 伊藤 ６２ 伊奈 栗木 理恵 (ECO)

石川 直子 (Reborn) W.O ６２ 光岡 野村 発子 (GOTT)

阿部 美夏 (Reborn) 白山 高橋 志保里 (GOTT)

新美 幹 (YY_tennis チーム) ６１ 鈴木 ６２ 光岡 由美 (アルタビスタ)

伊藤 紀子 (YY_tennis チーム) 中川 白山 昌子 (アルタビスタ)

中島 教子 (ライジングサン) ６０ ６１ 河方 椛沢 千夏 (名古屋グリーンテニスクラブ)

石原 恵子 (ライジングサン) 古市 久郷 ひとみ (名古屋グリーンテニスクラブ)

鈴木 まゆみ (名古屋グリーンテニスクラブ) ６３ ６４ 河方 るり子 (テニス村)

中川 育代 (名古屋グリーンテニスクラブ) 古市 みゆき (テニス村)

本多 稲子 (カミング) ６１ ６１ 前田 直子 (プログレス)

宮川 純子 (スパシオⅡ) シード 伊奈 弘子 (ROWDY)

　　[1]　浅井 由美・長田 理麻子

　　[2]　前田 直子・伊奈 弘子
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平成25年度　ウィークデーテニス大会（女子ダブルス）

都築 さゆり (プログレス) 石川 直子 (Reborn)

岡部 康代 (プログレス) 伊藤 阿部 美夏 (Reborn)

佐藤

伊藤 規子 (Fore☆Star) ６０ ６３ 新谷 千秋 (センターラケット)

佐藤 信子 (Fore☆Star) 新谷 生稲 由紀子 (三菱自動車名製)

生稲

川合 光子 (カミング) ６５ ６２ 本多 稲子 (カミング)

栗木 理恵 (ECO) 宮川 純子 (スパシオⅡ)

川合

野村 発子 (GOTT) ６１ 栗木 ６５ 椛沢 千夏 (名古屋グリーンテニスクラブ)

高橋 志保里 (GOTT) ６５ 久郷 ひとみ (名古屋グリーンテニスクラブ)

中島 教子 (ライジングサン) 中島 ６４ 小田嶋 恵巳 (名古屋グリーンテニスクラブ)

石原 恵子 (ライジングサン) 石原 三嶋 美咲 (名古屋グリーンテニスクラブ)

６１

末久 義子 (朝日丘テニスクラブ)

相澤 麻美 (朝日丘テニスクラブ)

６１

【 コンソレーション 】
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