
平成29年度　ウィークデーテニス大会（女子ダブルス）

ファイトクラス 6月20日(火)　 地域文化広場

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

山本　美穂 (ﾊﾆｰﾋﾞｰﾝｽﾞ) 東海林　祐子 (ｷｭｰﾌﾞ)

森山　亜由子 (ﾊﾆｰﾋﾞｰﾝｽﾞ) 松堂　佐和子 (ｷｭｰﾌﾞ)

泊野　百合子 (ｱﾙﾀﾋﾞｽﾀ) 前田　洋子 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ)

白山　昌子 (ｱﾙﾀﾋﾞｽﾀ) 伊藤　京子 (TET)

疋田　由衣 (ｼﾞｰｸ) 光岡　由美 (ｱﾙﾀﾋﾞｽﾀ)

長瀬　百合衣 (ｼﾞｰｸ) 庭池　香里 (うめつぼだいｽﾎﾟ-ﾂｸﾗﾌﾞ)

太田　ひろみ (POF) 西澤　美奈子 (ﾁｰﾑA.C.K)

日比　恵都子 (POF) 犬飼　陽子 (ﾘﾘｰｸｨｰﾝｽﾞ)

草野　千穂 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ) 冨田　千穂美 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ)

近藤　朋子 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ) 安部　裕子 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

谷口　早苗 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 緒方　千代 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

髙木　朝子 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 木村　恭子 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

佐田　由理子 (POF) 杉浦　美由紀 (POF)

鈴木　久予 (POF) 関　智恵美 (POF)

近藤　珠美 (POF) 浅井　洋未 (POF)

安藤　美奈 (ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ) 鈴木　敦子 (TET)

菊岡　朝子 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ) 横地　友子 (ｽﾊﾟｼｵⅡ)

松村　渚 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ) 木村　文江 (FRI)

松寺　道子 (FRI) 小出　恵子 (POF)

長松　久美子 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 野田　みづほ (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

林　裕子 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 加藤　佳奈子 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ)

鈴木　智香子 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 永田　由美 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ)

小林　泉美 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ) 仙崎　史枝 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ)

有馬　さやか (ｺﾊﾞﾘﾃﾆｽﾊﾟｰｸ) 山本　友美 (ﾌｫﾚｽﾀﾋﾙｽﾞ)

立野　和子 (ｽﾊﾟｼｵⅡ) 榊原　美佳 (ROWDY)

山﨑　有加 (RAIN) 松村　恵美子 (ｺｰﾄｼﾞｪｽﾀｰｽﾞ)

河合　佳子 (POF) シード 荒川　慶 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

郷　真由美 (MITC) [1]　山本・森山 綾部　美千代 (TET)

[2]　荒川・綾部

[3]　杉浦・関
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平成29年度　ウィークデーテニス大会 （ダブルス）

フレンドクラス 6月20日(火)　 高岡公園体育館

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

菖蒲　久美子 (ﾌｫﾚｽﾀﾋﾙｽﾞ) 佐々木　清江 (ｽﾊﾟｼｵⅡ)

三井　ナミエ (ﾌｫﾚｽﾀﾋﾙｽﾞ) 足立　由美子 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

村山　由美子 (ｽﾊﾟｼｵⅡ) 赤川　恵美 (UGﾁｬﾚﾝｼﾞ)

岩佐　孝子 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 竹内　ひとみ (UGﾁｬﾚﾝｼﾞ)

古澤　志信 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ) 浅田　百合子 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

渡邉　真紀 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ) 金剛　かおり (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

松尾　幸子 (ｺﾊﾞﾘﾃﾆｽﾊﾟｰｸ) 富永　有里 (another-sky)

澤田　由紀子 (ｺﾊﾞﾘﾃﾆｽﾊﾟｰｸ) 川原　奈緒美 (another-sky)

鈴木　佳枝 (Fore☆Star)

仲村　麻利 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

石川　直子 (Reborn) 文田　秀子 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ)

前島　昌代 (Reborn) 高井　典子 (あっかんべ)

水野　三重子 (Reborn) 権田　朋子 (another-sky)

吉田　京子 (Reborn) 広田　八月 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ)

高橋　志保里 (あさこらｰず) 遠山　美佐子 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

野村　発子 (あさこらｰず) 二宮　郁美 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

栗木　理恵 (ECO) 森野　淳子 (ATC (S))

三好　典子 (ECO) 岡田　直子 (ATC (S))

其田　智子 (UGﾁｬﾚﾝｼﾞ) 池田　志代美 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

大橋　愛子 (HT) 吉田　久代 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

斉藤　寿世 (ｱｰﾙｸﾞﾚｲ) 大岩　陽子 (REI)

久郷　ひとみ (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 石原　愛 (Improve)

木場　京子 (ｺﾊﾞﾘﾃﾆｽﾊﾟｰｸ) シード 村山　丸美 (ｽﾊﾟｼｵⅡ)

鈴木　初重 (ｺﾊﾞﾘﾃﾆｽﾊﾟｰｸ) [1]　菖蒲・三井 成瀬　裕子 (MITC)
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