
平成27年度　豊田市民総合体育大会（ダブルス）
4月12日（日）　高岡公園体育館

女子Ａ級 　責任者 ：  社本

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

佐藤 令子 (ハニービーンズ) 山本 美穂 (ハニービーンズ)

青山 恵子 (ＴＥＴ) 森山 亜由子 (ハニービーンズ)

立花 布差子 (チアフルダックス) 阪野 ６０ ６０ 神谷 洋子 (ＦＲＩ)

坂東 恵理 (ＭＩＴＣ) 田中 榛葉 由紀子 (ＭＩＴＣ)

阪野 未香 (ＦＲＩ) ６２ 佐藤 ６０ 立野 大橋 奈津子 (テニス村)

田中 明美 (ＦＲＩ) 青山 日比 林 緑子 (名古屋グリーンテニスクラブ)

草野 千穂 (ラッキーショット) 杉浦 ６１ ６３ 立野 和子 (スパシオⅡ)

近藤 朋子 (ラッキーショット)  関 日比 恵都子 (リリークィーンズ)

杉浦 美由紀 (ＰＯＦ) ６１ 高井 ６１ 加賀 加賀 美貴子 (名古屋グリーンテニスクラブ)

関 智恵美 (ＰＯＦ) 難波 及川 及川 綾子 (ＦＲＩ)

荒川 慶 (名古屋グリーンテニスクラブ) 荒川 ６２ 渡辺 ６２ 浅井 洋未 (ＰＯＦ)

岩田 英子 (名古屋グリーンテニスクラブ) 岩田 川崎 鈴木 敦子 (ＴＥＴ)

小山 富士子 (ラブ・ウィンテニスクラブ) ６４ ７６（６） 渡辺 由紀恵 (チアフルダックス)

藤田 恵理子 (ＦＲＩ) 川崎 由理 (チアフルダックス)

長谷川 淳子 (チアフルダックス) ６０ ６０ 鍋田 直子 (ＴＥＴ)

近藤 恵子 (ＳＴＣ) 綾部 美千代 (ファンタジア)

高井 祥子 (ハニービーンズ) ６１ 滝沢 ６０ いしかわ やえみ (プログレス)

難波 記子 (ハニービーンズ) 越前 前田 直子 (プログレス)

河合 佳子 (ＰＯＦ) 萬代 ６２ 佐藤 ６１ 佐藤 智子 (名古屋グリーンテニスクラブ)

郷 真由美 (ＭＩＴＣ) 高塚 近藤 近藤 珠美 (ＰＯＦ)

萬代 由美子 (ＴＥＴ) ６２ 横前 ６４ 宮崎 宮崎 智美 (ラッキーショット)

高塚 美津恵 (リリークィーンズ) 冨田 菊岡 菊岡 朝子 (ラッキーショット)

横前 久恵 (ＦＲＩ) ６２ 鷲野 ６３ 長沼 恵久子 (ＭＡＲＳ)

冨田 千穂美 (ラッキーショット) 鷲野 上本 瑞美子 (テニス村)

石川 知子 (オルフェウス) ６０ ６２ 加藤 林部 千佳子 (チアフルダックス)

村山 由美子 (オルフェウス) 稲生 飛山 るみ子 (チアフルダックス)

林 貴子 (ＦＲＩ) 林 ６０ ６４ 加藤 寿江 (ＴＥＴ)

安藤 美奈 (チアフルダックス) 　安藤 稲生 奈美 (ハニービーンズ)

泊野 百合子 (アルタビスタ) ７５ ６０ 犬飼 陽子 (リリークィーンズ)

斉藤 みほ子 (アルタビスタ) 原 由美 (ＦＲＩ)

緒方 千代 (名古屋グリーンテニスクラブ) ６１

木村 恭子 (名古屋グリーンテニスクラブ)

滝沢 信子 (ＦＲＩ) ６２ ① 佐藤 令子・青山 恵子 ６２ 鷲野 綾香 (ＴＥＴ)

越前 明美 (ＭＡＲＳ) ② 鷲野 綾香・鷲野 加奈 鷲野 加奈 (ＴＥＴ)

③ 鍋田 直子・綾部 美千代
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平成27年度　豊田市民総合体育大会（ダブルス）
4月12日（日）　高岡公園体育館

女子Ａ級 責任者 ：  社本

1R 2R SF Ｆ SF 2R 1R

長谷川 淳子 (チアフルダックス) 神谷 草野 草野 千穂 (ラッキーショット)

近藤 恵子 (ＳＴＣ) 榛葉 近藤 近藤 朋子 (ラッキーショット)

神谷 洋子 (ＦＲＩ) ６３ 浅井 泊野 ６１ 立花 布差子 (チアフルダックス)

榛葉 由紀子 (ＭＩＴＣ) 鈴木 斉藤 坂東 恵理 (ＭＩＴＣ)

浅井 洋未 (ＰＯＦ) ６４ ６１ 泊野 百合子 (アルタビスタ)

鈴木 敦子 (ＴＥＴ) 斉藤 みほ子 (アルタビスタ)

鍋田 直子 (ＴＥＴ) ６４ ６５ いしかわ やえみ (プログレス)

綾部 美千代 (ファンタジア) 大橋 ６４ 前田 直子 (プログレス)

小山 富士子 (ラブ・ウィンテニスクラブ)  林 河合 河合 佳子 (ＰＯＦ)

藤田 恵理子 (ＦＲＩ) ６４  郷 郷 真由美 (ＭＩＴＣ)

大橋 奈津子 (テニス村) ６２ ６１ 石川 知子 (オルフェウス)

林 緑子 (名古屋グリーンテニスクラブ) 村山 由美子 (オルフェウス)

緒方 千代 (名古屋グリーンテニスクラブ) 緒方 ６５ ６４ 長沼 恵久子 (ＭＡＲＳ)

木村 恭子 (名古屋グリーンテニスクラブ) 木村 上本 瑞美子 (テニス村)

犬飼 陽子 (リリークィーンズ) 25RET ６２ 林部 千佳子 (チアフルダックス)

原 由美 (ＦＲＩ) 飛山 るみ子 (チアフルダックス)
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平成27年度　豊田市民総合体育大会（ダブルス）　
4月19日（日）　高岡公園体育館

女子Ｂ級

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

光岡 由美 (アルタビスタ) 野中 嘉枝 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

白山 昌子 (アルタビスタ) 高塚 美津恵 (リリークィーンズ)

近藤 恵子 (ＳＴＣ) ６１ Not Played 大西 真由美 (カミング)

木部 文恵 (ＳＴＣ) 都築 康実 (カミング)

仙崎 史枝 (ラッキーショット) 原 ６４ W.O 横前 久恵 (ＦＲＩ)

林 美鈴 (ラッキーショット) 犬飼 冨田 千穂美 (ラッキーショット)

原 由美 (ＦＲＩ) ６２ 近藤 泊野 ６１ 泊野 百合子 (アルタビスタ)

犬飼 陽子 (リリークィーンズ) 木部 斉藤 斉藤 みほ子 (アルタビスタ)

中谷 由香子 (ＴＴＳ) ６２ ６３ 平瀬 恵 (チアフルダックス)

伊藤 祥子 (ＴＴＳ) 豊田 智美 (チアフルダックス)

高島 育子 (名古屋グリーンテニスクラブ) W.O 石河 石川 W.O 小出 恵子 (ＰＯＦ)

久郷 ひとみ (名古屋グリーンテニスクラブ) 江端 寺田 畑野 美穂子 (ＰＯＦ)

石河 愛美 (ＦＲＩ) ６４ 76（3） 石川 真理子 (fun♪fun)

江端 美栄 (ＦＲＩ) 寺田 由希子 (fun♪fun)

三谷 雅美 (ECO) W.O ６３ 横地 友子 (スパシオⅡ)

伊藤 奈穂 (40-LOVE) ７５ 松本 木村 文江 (ＦＲＩ)

髙木 朝子 (名古屋グリーンテニスクラブ) 西井 矢藤 真起子 (ＲＯＷＤＹ)

鈴木 智香子 (名古屋グリーンテニスクラブ) ６４ 伊奈 弘子 (ＲＯＷＤＹ)

古澤 志信 (プログレス) ６１ 髙木 永岡 W.O 村田 裕子 (カミング)

前田 直子 (プログレス) 鈴木 吉中 加藤 美由紀 (名古屋グリーンテニスクラブ)

山本 友美 (フォレスタヒルズ) 渡辺 ７５ ６０ 永岡 千古 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

栗山 知子 (フォレスタヒルズ) 川崎 吉中 美和 (ラッキーショット)

渡辺 由紀恵 (チアフルダックス) ６２ ６４ 岡田 明美 (ＦＲＩ)

川崎 由理 (チアフルダックス) 山崎 治美 (ＦＲＩ)

三田 淳子 (fun♪fun) 三田 ６２ ６３ 松本 早苗 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

小松 有希 (fun♪fun) 小松 西井 ひろ美 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

井上 典子 (ＲＲＴＣ) ６２ W.O 八窪 ゆみ (LA VIE EN ROSE)

松井 るみ子 (ＲＲＴＣ) 佐藤　直子 (フリー)

河合 利江 (ロング・ロング・ロング) ６１ ① 光岡 由美・白山 昌子 ６３ 渡辺 渡辺 周子 (ＦＲＩ)

寺田 ひとみ (ロング・ロング・ロング) ② 社本 千枝・木村 恭子 安部 安部 裕子 (プログレス)

石川 知子 (オルフェウス) ６４ ③ 髙木 朝子・鈴木 智香子 ７５ 社本 千枝 (アルタビスタ)

村山 由美子 (オルフェウス) ④ 横地 友子・木村 文江 木村 恭子 (名古屋グリーンテニスクラブ)

①～③は抽選

河合

シード

　　　　　　　　　 責任者 ： 斉藤
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平成27年度　豊田市民総合体育大会（ダブルス）　

女子Ｂ級 4月19日（日）　高岡公園体育館

1R 2R SF F SF 2R 1R

・萬代 由美子 (ＴＥＴ)

高塚 美津恵 (リリークィーンズ)

・本多 稲子 (カミング) ６２ ・山田　陽子 (フリー)

都築 康実 (カミング)
萬代 佐藤　直子 (フリー)

高塚

井上 典子 (ＲＲＴＣ) ６１ ６２ 山本 友美 (フォレスタヒルズ)

松井 るみ子 (ＲＲＴＣ)
横前 栗山 知子 (フォレスタヒルズ)

冨田

横前 久恵 (ＦＲＩ) ６４ ６１ 横地 友子 (スパシオⅡ)

冨田 千穂美 (ラッキーショット)
横地 木村 文江 (ＦＲＩ)

木村

仙崎 史枝 (ラッキーショット) 仙崎 ６５ 山本 ６３ 石川 知子 (オルフェウス)

林 美鈴 (ラッキーショット) 林 栗山 村山 由美子 (オルフェウス)

６１ ６４

光岡 由美 (アルタビスタ) 古澤 志信 (プログレス)

白山 昌子 (アルタビスタ) 高島 前田 直子 (プログレス)

６１ 久郷

岡田 明美 (ＦＲＩ) 平瀬 ６２ 高島 育子 (名古屋グリーンテニスクラブ)

山崎 治美 (ＦＲＩ) 豊田 久郷 ひとみ (名古屋グリーンテニスクラブ)

６２ ６３

村田 裕子 (カミング) 平瀬 恵 (チアフルダックス)

加藤 美由紀 (名古屋グリーンテニスクラブ) 豊田 智美 (チアフルダックス)

　　　　　　　　　 責任者 ： 斉藤
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平成27年度　豊田市民総合体育大会（ダブルス）
4月12日（日）　地域文化広場

女子Ｃ級 　責任者 ： 松木平

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

山本 友美 (フォレスタヒルズ) 伊藤 奈穂 (40-LOVE)

栗山 知子 (フォレスタヒルズ) 山下 英倫子 (fun♪fun)

山本 ６１ 大岩 陽子 (ＲＥＩ)

栗山 笹川 佳倫 (ＲＥＩ)

都築 さゆり (プログレス) 神谷 ６４ ６２ 久瀬 冨田 直美 (テニス村)

岡部 康代 (プログレス) 馬場 金剛 櫻井 洋子 (ハッピーレイン)

神谷 由美子 (オルフェウス) ６２ ７６（２） 久瀬 久己子 (プログレス)

馬場 望 (オルフェウス) 金剛 かおり (プログレス)

籠谷 敬子 (名古屋グリーンテニスクラブ) ６４ ６０ 和田 和田 尚子 (ＦＲＩ)

内田 真貴 (名古屋グリーンテニスクラブ)  原 原 しのぶ (ＦＲＩ)

池田 志代美 (プログレス) ６４ 吉中 ７６（１） 伊藤 規子 (Ｆｏｒｅ☆Ｓｔａｒ)

木下 かるゑ (プログレス) 横地 柳 里香 (Ｆｏｒｅ☆Ｓｔａｒ)

矢藤 真起子 (ＲＯＷＤＹ) 矢藤 ７６（２） ６３ 竹内 陽子 (カミング)

伊奈 弘子 (ＲＯＷＤＹ) 伊奈 山口 雅子 (カミング)

前島 昌代 (Reborn) W.O ６１ 吉中 美和 (ラッキーショット)

大石 直子 (ハイ☆ビーノ)
籠谷 ６２ 横地 友子 (スパシオⅡ)

髙木 朝子 (名古屋グリーンテニスクラブ) 内田 岩佐 岩佐 孝子 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

鈴木 智香子 (名古屋グリーンテニスクラブ) ６２ 秋田 秋田 雅代 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

五島 美佐子 (ロング・ロング・ロング) ６１ 髙木 久郷 ６１ 加藤 喜代美 (うめつぼだいスポ-ツクラブ)

大脇 ちとせ (ロング・ロング・ロング) 鈴木 高島 日下部 亜弓 (うめつぼだいスポ-ツクラブ)

仙崎 史枝 (ラッキーショット) 仙崎 ６３ ６０ 中村 友紀 (40-LOVE)

林 美鈴 (ラッキーショット)  林 武村 明子 (40-LOVE)

後藤 真美 (テニス村) W.O 新美 河合 ６２ 久郷 ひとみ (名古屋グリーンテニスクラブ)

谷 麻由美 (テニス村) 伊藤 寺田 高島 育子 (名古屋グリーンテニスクラブ)

金子 文子 (プログレス) 金子 ６１ ６０ 河合 利江 (ロング・ロング・ロング)

中島 えみこ (プログレス) 中島 寺田 ひとみ (ロング・ロング・ロング)

中馬 美由紀 (名古屋グリーンテニスクラブ) ６４ ６１ 光岡 由美 (アルタビスタ)

神谷 久美子 (名古屋グリーンテニスクラブ) 白山 昌子 (アルタビスタ)

新美 幹 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム) ６３ ６１ 石川 浅田 百合子 (プログレス)

伊藤 紀子 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム) 寺田 杉浦 淳子 (ＦＲＩ)

都築 康実 (カミング) ６２ ６３ 石川 真理子 (fun♪fun)

本多 稲子 (カミング) 寺田 由希子 (fun♪fun)

① 山本 友美・栗山 知子

② 石川 真理子・寺田 由希子 ① ②は抽選

③ 髙木 朝子・鈴木 智香子

④ 吉中 美和・横地 友子 ③ ④は抽選
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平成27年度　豊田市民総合体育大会（ダブルス）
4月12日（日）　地域文化広場

女子C級 　責任者 ： 松木平

1R 2R SF Ｆ SF 2R 1R

大石 直子 (ハイ☆ビーノ) 池田 五島 美佐子 (ロング・ロング・ロング)

下ノ本みさと (ハイ☆ビーノ) 木下 大脇 ちとせ (ロング・ロング・ロング)

都築 さゆり (プログレス) ６３ 都築 加藤 ６５ 池田 志代美 (プログレス)

岡部 康代 (プログレス) 岡部 日下部 木下 かるゑ (プログレス)

伊藤 規子 (Ｆｏｒｅ☆Ｓｔａｒ) 伊藤 ６４ ６１ 中村 友紀 (40-LOVE)

柳 里香 (Ｆｏｒｅ☆Ｓｔａｒ)  柳 武村 明子 (40-LOVE)

竹内 陽子 (カミング) ６１ ６２ 加藤 喜代美 (うめつぼだいスポ-ツクラブ)

山口 雅子 (カミング) ６０ 冨田 日下部 亜弓 (うめつぼだいスポ-ツクラブ)

伊藤 奈穂 (40-LOVE) 櫻井 都築 康実 (カミング)

山下 英倫子 (fun♪fun) ６３ 本多 稲子 (カミング)

中馬 美由紀 (名古屋グリーンテニスクラブ) ６１ ６２ 冨田 直美 (テニス村)

神谷 久美子 (名古屋グリーンテニスクラブ) 櫻井 洋子 (ハッピーレイン)

光岡 由美 (アルタビスタ) 浅田 ６３ ６５ 矢藤 矢藤 真起子 (ＲＯＷＤＹ)

白山 昌子 (アルタビスタ) 杉浦 伊奈 伊奈 弘子 (ＲＯＷＤＹ)

浅田 百合子 (プログレス) ６５ ６５ 仙崎 史枝 (ラッキーショット)

杉浦 淳子 (ＦＲＩ) 林 美鈴 (ラッキーショット)

2 19
伊藤

【コンソレーション】

[1] 1 18

4
山下

21
６４

5 22

6 23

9 26

7 24

8 [3] 25



平成27年度　豊田市民総合体育大会（ダブルス）　
4月19日（日）　平戸橋いこいの広場

女子Ｄ級

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

冨田 直美 (テニス村) 竹内 陽子 (カミング)

櫻井 洋子 (ハッピーレイン)
小宮

小川 尋美 (カミング)

杉町 裕子 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム) 中村
６０ 森

小宮 ちかげ (ＭＩＴＣ)

永岡 和美 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム) 武村 ６２ 森 まゆみ (ＭＩＴＣ)

中村 友紀 (40-LOVE)
６３

柴田
W.O

伊藤 紀子 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

武村 明子 (40-LOVE) ６０ 石橋 新美 幹 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

神谷 由美子 (オルフェウス) 五島
６２

鈴木 佳枝 (Ｆｏｒｅ☆Ｓｔａｒ)

馬場 望 (オルフェウス) 大脇 加藤　直美 (フリー)

五島 美佐子 (ロング・ロング・ロング)
76（4） ６２

柴田 真喜 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

大脇 ちとせ (ロング・ロング・ロング) 石橋 亜希子 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

宮村 直子 (Key Point tennis club)
６４

北川
W.O

高井 典子 (Key Point tennis club)

壁谷 かおり (Key Point tennis club) 青井 永田 由美 (ハイ☆ビーノ)

高橋 志保里 (ＧＯＴＴ)
６１ ６３

鳥居 慶子 (another-sky)

松尾 和子 (ＧＯＴＴ) 水越 志保 (another-sky)

秋田 雅代 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)
６１

秋田
W.O

生稲 由紀子 (三菱自動車名製)

岩佐 孝子 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム) 岩佐 杉浦 志織 (三菱自動車名製)

前島 昌代 (Reborn)
W.O

髙橋 恵子 (フリー)

大石 直子 (ハイ☆ビーノ) ６２ 吉野 佑美 (フォレスタヒルズ)

杉浦 理月 (another-sky)
Not Played ６２

北川 依久美 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

山崎 智子 (another-sky) Not
 Played 青井 陽子 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

中谷 季子 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)
６４

中馬 美由紀 (名古屋グリーンテニスクラブ)

大屋 寿重子 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム) ① 冨田 直美・櫻井 洋子 神谷 久美子 (名古屋グリーンテニスクラブ)

② 中馬 美由紀・神谷 久美子

　　　　　　　　　 責任者 ： 松木平

シード

① ②は抽選

冨田
櫻井

６１

F

11 [2] 22

9 20

10 21

7 18

8 19

6 17

3 14

4 15

5 16

[1] 1 12

2 13



平成27年度　豊田市民総合体育大会（ダブルス）　

女子Ｄ級 4月19日（日）　平戸橋いこいの広場
 

1R 2R SF F SF 2R

鈴木 佳枝 (Ｆｏｒｅ☆Ｓｔａｒ) 高橋
加藤　直美 (フリー) 松尾

６４

高橋 志保里 (ＧＯＴＴ) 杉町 裕子 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

松尾 和子 (ＧＯＴＴ) 竹内 永岡 和美 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

６０ 小川

髙橋 恵子 (フリー) ６２ 竹内 陽子 (カミング)

吉野 佑美 (フォレスタヒルズ) 小川 尋美 (カミング)

６１ 中馬

神谷 由美子 (オルフェウス) ６５ 神谷 宮村 直子 (Key Point tennis club)

馬場 望 (オルフェウス) ６１ 壁谷 かおり (Key Point tennis club)

鳥居 慶子 (another-sky) ６１ 中馬 美由紀 (名古屋グリーンテニスクラブ)

水越 志保 (another-sky) 神谷 久美子 (名古屋グリーンテニスクラブ)

4 6

18 22

吉野

６２

7 2
髙橋

20 12

　　　　　　　　　 責任者 ： 松木平

【 コンソレーション 】

15


