
平成２７年度　ウィークデーテニス大会（女子ダブルス）
6月16日(火)　高岡公園体育館 責任者 ：　中野　　　　　　　　　　　　　　

ファイトクラス

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

山本 美穂 (ハニービーンズ) 神谷 洋子 (ＦＲＩ)

森山 亜由子 (ハニービーンズ) 神谷 榛葉 由紀子 (ＭＩＴＣ)

黄原 文子 (ハートアップ) 江口 ６０ 榛葉 小松 有希 (fun♪fun)

横井 郁子 (ＦＲＩ) 松原 ６１ 三田 淳子 (fun♪fun)

江口 律子 (ＭＩＴＣ) ６１ 西川 W.O 福島 由子 (コバリテニスパーク)

松原 和子 (ＭＩＴＣ) ６１ 鶴阪 田中 文子 (コバリテニスパーク)

冨田 千穂美 (ラッキーショット) 冨田 ６１ 木村 文江 (ＦＲＩ)

杉浦 淳子 (ＦＲＩ) 杉浦 横地 友子 (スパシオⅡ)

松島 千鶴 (アルタビスタ) ６４ 難波 ６１ 西川 美奈 (Ｓ＆Ｂ)

庭池 香里 (うめつぼだいＳＣ) 高井 鶴阪 絵里奈 (Ｓ＆Ｂ)

小寺 朋子 (アールグレイ) 小寺 ６３ ７５ 岩田 山口 寿美 (ＰＯＦ)

石垣 多佳予 (リリークィーンズ) 石垣 馬場 安部 裕子 (プログレス)

小林 明美 (ＦＲＩ) ６３ ６３ 岩田 英子 (名古屋ＧＴＣ)

佐藤 美幸 (ＦＲＩ)
河合 馬場 真理 (名古屋ＧＴＣ)

髙木 朝子 (名古屋ＧＴＣ) 髙木 郷 長沼 恵久子 (ＭＡＲＳ)

鈴木 智香子 (名古屋ＧＴＣ) 鈴木 ６２ ６０ 上本 瑞美子 (テニス村)

石川 真理子 (fun♪fun) ６２ W.O 永岡 千古 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

寺田 由希子 (fun♪fun) 吉中 美和 (ラッキーショット)

河合 佳子 (ＰＯＦ) ６１ ６１ 難波 記子 (ハニービーンズ)

郷 真由美 (ＭＩＴＣ) ６１ 佐藤 高井 祥子 (ハニービーンズ)

小出 恵子 (ＰＯＦ) 近藤 杉浦 杉浦 美由紀 (ＰＯＦ)

荒川 慶 (名古屋ＧＴＣ) ６４ 関 関 智恵美 (ＰＯＦ)

成瀬 裕子 (ＭＩＴＣ) 前田 ６２ ６２ 横浜 栗山 知子 (フォレスタヒルズ)

村山 丸美 (スパシオⅡ) 加藤 杉崎 山本 友美 (フォレスタヒルズ)

前田 洋子 (ラッキーショット) ６３ ７６(２) 横浜 みどり (ＭＡＲＳ)

加藤 ゆかり (テニス村) ６２ ７５ 杉崎 孝子 (ＦＲＩ)

犬飼 陽子 (リリークィーンズ) 犬飼 東海林 祐子 (キューブ)

伊藤 裕子 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム) 伊藤 長谷川 淳子 (チアフルダックス)

泊野 百合子 (アルタビスタ) ６２ 小出 ６２ 佐藤 智子 (名古屋ＧＴＣ)

斉藤 みほ子 (アルタビスタ) 荒川 近藤 珠美 (ＰＯＦ)

柴口 清佳 (コートジェスターズ) 柴口 ６４ ６２ 宮崎 鈴木 まゆみ (名古屋ＧＴＣ)

梶岡 智佳子 (ＭＡＲＳ) 梶岡 菊岡 大島 美香 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

岡田 明美 (ＦＲＩ) ６１ 安藤 ６３ 宮崎 智美 (ラッキーショット)

岩瀬 千秋 (ＭＩＴＣ) 浅井 林 菊岡 朝子 (ラッキーショット)

草野 千穂 (ラッキーショット) 鈴木 シード ６４ ウィニック 光岡 由美 (アルタビスタ)

近藤 朋子 (ラッキーショット) ６３ 加藤 白山 昌子 (アルタビスタ)

浅井 洋未 (ＰＯＦ) ６１ ６０ ウィニック 圭子 (ビューティフルエイト)

鈴木 敦子 (ＴＥＴ) ６０ ６１ 加藤 基美子 (ビューティフルエイト)

社本 千枝 (アルタビスタ) 安藤 美奈 (チアフルダックス)

木村 恭子 (名古屋ＧＴＣ) ［２］［３］は抽選 林 貴子 (ＦＲＩ)
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平成２７年度　ウィークデーテニス大会（女子ダブルス）
6月16日(火)　高岡公園体育館

ファイトクラス 責任者 ：　中野　　　　　　　　　　　　　　

1R ２Ｒ ３Ｒ ＳＦ Ｆ ＳＦ ３Ｒ ２Ｒ

岡田 明美 (ＦＲＩ) 黄原 文子 (ハートアップ)

岩瀬 千秋 (ＭＩＴＣ) 横井 郁子 (ＦＲＩ)

６１

草野 千穂 (ラッキーショット) ６４ 泊野 百合子 (アルタビスタ)

近藤 朋子 (ラッキーショット)
泊野 斉藤 みほ子 (アルタビスタ)

６０ 斉藤

木村 文江 (ＦＲＩ) 山口 ６２ 光岡 由美 (アルタビスタ)

横地 友子 (スパシオⅡ) 安部 草野 光岡 白山 昌子 (アルタビスタ)

６０ 近藤 白山

山口 寿美 (ＰＯＦ) ６１ ６２ 鈴木 まゆみ (名古屋ＧＴＣ)

安部 裕子 (プログレス) 大島 美香 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

小松 有希 (fun♪fun)

三田 淳子 (fun♪fun)
松島 W.O

庭池

松島 千鶴 (アルタビスタ) ６３ 石川 石川 真理子 (fun♪fun)

庭池 香里 (うめつぼだいＳＣ) 寺田 寺田 由希子 (fun♪fun)

６１ ６３

成瀬 裕子 (ＭＩＴＣ) 小林 明美 (ＦＲＩ)

村山 丸美 (スパシオⅡ) 佐藤 美幸 (ＦＲＩ)

６４ ６２

東海林 祐子 (キューブ) 東海林 社本 千枝 (アルタビスタ)

長谷川 淳子 (チアフルダックス) 長谷川 木村 恭子 (名古屋ＧＴＣ)

６３ ６５

永岡 千古 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム) 栗山 知子 (フォレスタヒルズ)

吉中 美和 (ラッキーショット) 山本 友美 (フォレスタヒルズ)

【 コンソレーション 】
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平成２７年度　ウィークデーテニス大会（女子ダブルス）

責任者 ：　安井　　　　　　　　　　　

フレンドクラス

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

坂本 めぐみ (コバリテニスパーク) 和田 尚子 (ＦＲＩ)

福永 留美 (コバリテニスパーク) 原 しのぶ (ＦＲＩ)

三井 ナミエ (フォレスタヒルズ) 小宮 ６０ ６２ 伊奈 恵子 (コバリテニスパーク)

宮川 洋子 (フォレスタヒルズ) 森 鈴木 初重 (コバリテニスパーク)

小宮 ちかげ (ＭＩＴＣ) ６４ ６４ 松村 小川 尋美 (カミング)

森 まゆみ (ＭＩＴＣ) ６１ 足立 竹内 陽子 (カミング)

大西 真由美 (カミング) 三好 ６０ 松村 美帆 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

都築 康実 (カミング) 下川 足立 由美子 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

三好 典子 (ECO) ６３ 和田 鈴木 川合 光子 (カミング)

下川 美代子 (ECO) ６２ 原 吉野 本多 稲子 (カミング)

飯塚 雅子 (Ｆｏｒｅ☆Ｓｔａｒ) ６３ ６３ 鈴木 佳枝 (Ｆｏｒｅ☆Ｓｔａｒ)

伊藤 規子 (Ｆｏｒｅ☆Ｓｔａｒ) 吉野 佑美 (フォレスタヒルズ)

安井 亜希子 (ハートアップ) ７５ 飯塚 岩佐 石川 石川 知子 (オルフェウス)

神崎 美香代 (コバリテニスパーク) 伊藤 秋田 青井 青井 恭子 (チーム・スプラッシュ)

吉田 寿美 (ポケット) ７５ ６１ ６１ 松尾 幸子 (コバリテニスパーク)

阿知波 亜由美 (ポケット) 澤田 由紀子 (コバリテニスパーク)

斉藤 寿世 (アールグレイ) W.O ６１ 岩佐 孝子 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

久郷 ひとみ (名古屋ＧＴＣ)
シード 秋田 雅代 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

［１］ 坂本 めぐみ・福永 留美

［２］ 岩佐 孝子・秋田 雅代
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平成２７年度　ウィークデーテニス大会（女子ダブルス）

フレンドクラス

1R SF Ｆ SF 1R

三井 ナミエ (フォレスタヒルズ) 大西 真由美 (カミング)

宮川 洋子 (フォレスタヒルズ) 大西 都築 康実 (カミング)

６２ 都築

安井 亜希子 (ハートアップ) ６０ 松尾 幸子 (コバリテニスパーク)

神崎 美香代 (コバリテニスパーク) 斉藤 澤田 由紀子 (コバリテニスパーク)

６１ 久郷

伊奈 恵子 (コバリテニスパーク) 小川 ６３ 川合 光子 (カミング)

鈴木 初重 (コバリテニスパーク) 竹内 本多 稲子 (カミング)

６５ ６５

小川 尋美 (カミング) 斉藤 寿世 (アールグレイ)

竹内 陽子 (カミング) 久郷 ひとみ (名古屋ＧＴＣ)

6月16日(火)　 平戸橋いこいの広場

責任者 ：　安井　　　　　　　　　　　

安井

６５

【 コンソレーション 】

12 9

11 14

7 17

神崎

2 4


