
平成25年度　豊田市民テニス選手権大会（ダブルス）
会場責任者 ： 林・松木平（10/27）　社本（12/1　柳川瀬）

女子一般

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

高橋 真由美 (コートジェスターズ) 松原 松原 由布子 (テニス村)

白川 智子 (コートジェスターズ) 高木 高木 淳子 (テニス村)

w.o 61 下川 美代子 (ECO)

三谷 雅美 (ECO)

浅井 由美 (コバリテニスパーク) 小寺 w.o 神谷 由美子 (オルフェウス)

長田 理麻子 (コバリテニスパーク) 石垣 永田 恵子 (オルフェウス)

林部 千佳子 (チアフルダックス) w.o 61 三浦 弘子 (Cuma)

渡辺 浩美 (チアフルダックス) 米澤 照子 (Cuma)

石川 真理子 (fun♪fun) w.o w.o 柳 里香 (Fore☆Star)

寺田 由希子 (fun♪fun) 榊原 弘美 (Fore☆Star)

小寺 朋子 (アールグレイ) 63 w.o 地引 英里 (TET)

石垣 多佳予 (リリークィーンズ) 立野 和子 (スパシオⅡ)

石川 知子 (オルフェウス) 61 上本 上本 瑞美子 (テニス村)

村山 由美子 (オルフェウス) 水木 水木 洋子 (テニス村)

綾部 美千代 (ファンタジア) w.o 62 60 森 千春 (フリー)

鍋田 直子 (TET) 大谷 恵津子 (フリー)

築山 晶子 (テニス村) w.o 64 浅田 百合子 (プログレス)

水野 里香 (テニス村) 杉浦 淳子 (FRI)

大久保 孝子 (YY_tennis チーム) w.o 綾部 立花 61 立花 布差子 (チアフルダックス)

小野 珠美 (YY_tennis チーム) 鍋田 坂東 坂東 恵理 (MITC)

木村 文江 (FRI) 63 63 宮崎 笹川 佳倫 (REI)

横地 友子 (スパシオⅡ) 安部 高橋 彩 (REI)

小田嶋 恵巳 (名古屋ＧＴＣ) 64 木村 鷲見 62 宮崎 智美 (ラッキーショット)

三嶋 美咲 (名古屋ＧＴＣ) 横地 山口 安部 裕子 (プログレス)

山下 友佳 (Scratch) 60 64 鷲見 麗子 (ASUKA)

植村 なつみ (Scratch) w.o 山口 寿美 (POF)

荒川 慶 (名古屋ＧＴＣ) 地引 天野 天野 ゆかり (テニス村)

安部 奈保 (ジーク) 立野 加茂 加茂 冷子 (テニス村)

斉藤 里絵 (アールグレイ) 62 63 63 仙崎 神谷 睦 (ニュータイプ)

斉藤 寿世 (アールグレイ) 林 小池 奈津子 (ニュータイプ)

原 友佳子 (ラッキーショット) w.o 62 仙崎 史枝 (ラッキーショット)

加藤 寿江 (FRI) 林 美鈴 (ラッキーショット)

白山 昌子 (アルタビスタ) 61 61 渡辺 由紀恵 (チアフルダックス)

泊野 百合子 (アルタビスタ) 川崎 由理 (チアフルダックス)

土谷 真由香 (ハニービーンズ) 60 土谷 61 松島 千鶴 (アルタビスタ)

椎葉 幸子 (ハニービーンズ) 椎葉 光岡 由美 (アルタビスタ)

安井 亜希子 (ハートアップ) 安井 63 63 阿部 悦子 (名古屋ＧＴＣ)

中瀬 由貴子 (YY_tennis チーム) 中瀬 三島 まみ子 (名古屋ＧＴＣ)

織田 圭子 (ECO) 62 渡辺 社本 加藤 喜代美 (うめつぼだいスポーツクラブ)

三好 典子 (ECO) 川崎 木村 日下部 亜弓 (うめつぼだいスポーツクラブ)

清水 悦子 (スノーホワイト) 62 w.o 62 社本 千枝 (アルタビスタ)

原 真理子 (スノーホワイト) 木村 恭子 (LA VIE EN ROSE)

豊田 智美 (楽しいが一番) 豊田 64 64 古林 ひとみ (名古屋ＧＴＣ)

平瀬 恵 (楽しいが一番) 平瀬 野中 嘉枝 (YY_tennis チーム)

山下 英倫子 (fun♪fun) 75 清水 澤田 61 澤田 美和 (ファンタジア)

神崎 美香代 (TET) 原 福富 福富 千鶴子 (ファンタジア)

中村 友紀 (40-LOVE) 金子 61 63 天野 友美子 (Scratch)

玉井 沙織 (40-LOVE) 渡辺 松久 緑 (Scratch)

金子 文子 (プログレス) 61 山本 w.o 伊藤 奈穂 (40-LOVE)

渡辺 真紀 (プログレス) 福嶋 深津 眞由美 (スパシオⅡ)

山本 敬子 (センターラケット) 64 w.o 平松 時子 (コートジェスターズ)

福嶋 朋子 (チームリボン) 神藤 幸子 (つくしんぼ)
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　④ 鷲見 麗子・山口 寿美
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　③ 荒川 慶・安部 奈保

　② 平松 時子・神藤 幸子

シード

　① 高橋 真由美・白川 智子



平成25年度　豊田市民テニス選手権大会（ダブルス）
 10/27

女子一般 【 コンソレーション 】 会　場：高岡公園体育館

会場責任者 ： 林

・平　幸子 (スパシオⅡ)

榊原 弘美 (Fore☆Star) 平

榊原

森 千春 (フリー) 65 阿部

大谷 恵津子 (フリー) 三島

63

阿部 悦子 (名古屋ＧＴＣ) 笹川

三島 まみ子 (名古屋ＧＴＣ) 高橋

65

神谷 睦 (ニュータイプ)

小池 奈津子 (ニュータイプ)

62

笹川 佳倫 (REI)

高橋 彩 (REI)

古林

浅田 百合子 (プログレス) 野中

杉浦 淳子 (FRI) 65

松島 千鶴 (アルタビスタ) 61 松島

光岡 由美 (アルタビスタ) 光岡

63

下川 美代子 (ECO)

三谷 雅美 (ECO)

古林 ひとみ (名古屋ＧＴＣ) 64

野中 嘉枝 (YY_tennis チーム)

加藤 喜代美 (うめつぼだいスポーツクラブ) 61

日下部 亜弓 (うめつぼだいスポーツクラブ)

65

伊藤 奈穂 (40-LOVE)

深津 眞由美 (スパシオⅡ)
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平成25年度　豊田市民テニス選手権大会（ダブルス）
 10/27　

女子一般 【 コンソレーション 】 会　場：地域文化広場

会場責任者 ： 松木平

白山 昌子 (アルタビスタ)

泊野 百合子 (アルタビスタ)

織田 圭子 (ECO) 64

三好 典子 (ECO) 白山

泊野

中村 友紀 (40-LOVE) 62

玉井 沙織 (40-LOVE) 山下

神崎

山下 英倫子 (fun♪fun) 64

神崎 美香代 (TET) 小田嶋

三嶋

石川 知子 (オルフェウス) 65

村山 由美子 (オルフェウス)

62

小田嶋 恵巳 (名古屋ＧＴＣ)

三嶋 美咲 (名古屋ＧＴＣ)

44RET

斉藤 里絵 (アールグレイ) 石川

斉藤 寿世 (アールグレイ) 寺田

65

石川 真理子 (fun♪fun)

寺田 由希子 (fun♪fun)
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