
平成29年度　豊田市民総合体育大会 テニス競技 （ダブルス）

６月４日(日)　高岡公園体育館

女子Ａ級

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

宮崎　智美 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ) 河合　佳子 (POF)

上本　瑞美子 (ﾃﾆｽ村) 郷　真由美 (MITC)

西澤　美奈子 (ﾁｰﾑA.C.K) 石川　やえみ (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

犬飼　陽子 (ﾘﾘｰｸｨｰﾝｽﾞ) 安部　裕子 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

阪野　未香 (FRI) 緒方　千代 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

田中　明美 (FRI) 木村　恭子 (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) 杉浦　淳子 (FRI)

近藤　恵子 (STC) 冨田　千穂美 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ)

河合　利江 (ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ) 安部　奈保 (ｼﾞｰｸ)

寺田　ひとみ (ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ) 鈴木　智香子 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

長谷川　淳子 (ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ) 長谷川　貴子 (ﾃﾆｽ村)

畑野　美穂子 (POF) 水野　里香 (ﾃﾆｽ村)

荒川　慶 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 柴田　さつき (ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ)

綾部　美千代 (TET) 安藤　美奈 (ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ)

菊岡　朝子 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ)

松村　渚 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ)

渡辺　由紀恵 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 山﨑　有加 (RAIN)

川崎　由理 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 笹川　佳倫 (REI)
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平成29年度　豊田市民総合体育大会 テニス競技 （ダブルス）

5月28日(日)　 高岡公園体育館

女子Ｂ級

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

鈴木　久予 (POF) 近藤　朋子 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ)

岸本　明子 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 草野　千穂 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ)

緒方　千代 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 村山　由美子 (ｽﾊﾟｼｵⅡ)

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

仙崎　史枝 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ) 神谷　尚子 (あさこらｰず)

渡辺　順子 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ) 奥谷　理沙 (あさこらｰず)

白山　昌子 (ｱﾙﾀﾋﾞｽﾀ) 西尾　直子 (MITC)

泊野　百合子 (ｱﾙﾀﾋﾞｽﾀ) 岩佐　孝子 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

前田　直子 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ) 横前　久恵 (FRI)

安部　裕子 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ) 山下　英倫子 (fun♪fun)

石川　真理子 (fun♪fun) 川満　奈々子 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

寺田　由希子 (fun♪fun) 中川　愛子 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

長谷川　貴子 (ﾃﾆｽ村) 河村　美智代 (ﾃﾆｽ村)

水野　里香 (ﾃﾆｽ村) 岡野　由美 (ﾃﾆｽ村)

原　友佳子 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ) 伊東　美苗 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ)

原　由美 (FRI) 永田　由美 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ)

横地　友子 (ｽﾊﾟｼｵⅡ) 大場　佳代 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

木村　文江 (FRI) 伊藤　祥子 (TTS)

光岡　由美 (ｱﾙﾀﾋﾞｽﾀ) 小松　有希 (fun♪fun)

庭池　香里 (うめつぼだいｽﾎﾟ-ﾂｸﾗﾌﾞ) 三田　淳子 (fun♪fun)

西澤　美奈子 (ﾁｰﾑA.C.K) 渡辺　由紀恵 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

犬飼　陽子 (ﾘﾘｰｸｨｰﾝｽﾞ) 川崎　由理 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)
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平成29年度　豊田市民総合体育大会 テニス競技 （ダブルス）

６月４日(日)　 地域文化広場

女子Ｃ級

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

石川　真理子 (fun♪fun) 斉藤　寿世 (ｱｰﾙｸﾞﾚｲ)

寺田　由希子 (fun♪fun) 久郷　ひとみ (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

石川　知子 (ｵﾙﾌｪｳｽ) 富永　有里 (another-sky)

吉野　佑美 (ｵﾙﾌｪｳｽ) 楠　由紀恵 (another-sky)

寺下　愛 (Improve) 文田　秀子 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ)

大岩　陽子 (REI) 加藤　佳奈子 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ)

和田　尚子 (FRI) 岩成　育久子 (ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ)

有馬　さやか (ｺﾊﾞﾘﾃﾆｽﾊﾟｰｸ) 天野　さやか (ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ)

五島　美佐子 (ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ) 中村　はる奈 (ﾊｯﾋﾟｰﾚｲﾝ)

大脇　ちとせ (ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ) 浅井　美香 (LA VIE EN ROSE)

平瀬　恵 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 金剛　かおり (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

豊田　智美 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 堀内　真理 (HTP JAPAN)

小伊豆　恭子 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ) 仙崎　史枝 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ)

久瀬　久己子 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ) 林　美鈴 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ)

西尾　直子 (MITC) 齋竹　由美 (ﾃﾆｽ村)

岩佐　孝子 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 齋竹　薫 (ｼｭﾅｲﾀﾞｰ･ﾃﾆｽ･ｸﾗﾌﾞ)

山本　啓子 (ﾏﾛﾝｽﾞ) 石河　愛美 (FRI)

大久保　美紀 (ﾏﾛﾝｽﾞ) 江端　美栄 (FRI)

渡邉　真紀 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ) 阿部　美由紀 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

池田　志代美 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ) 金光　康子 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

長田　幸美 (あっかんべ) 古澤　志信 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

中河原　友紀子 (あっかんべ) 吉田　久代 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

小川　尋美 (ｶﾐﾝｸﾞ) 鈴木　佳枝 (Fore☆Star)

竹内　陽子 (ｶﾐﾝｸﾞ) 伊藤　規子 (Fore☆Star)

村山　由美子 (ｽﾊﾟｼｵⅡ) 大石　直子 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ)

永田　恵子 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 広田　八月 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ)

青井　陽子 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 横地　友子 (ｽﾊﾟｼｵⅡ)

今井　マリレン (YY_tennis ﾁｰﾑ) 木村　文江 (FRI)
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平成29年度　豊田市民総合体育大会 テニス競技 （ダブルス）

5月28日(日)　 地域文化広場

女子Ｄ級

1R 2R 3R SF SF 3R 2R 1Ｒ

五島　美佐子 (ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ) 赤川　恵美 (UGﾁｬﾚﾝｼﾞ)

大脇　ちとせ (ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ) 竹内　ひとみ (UGﾁｬﾚﾝｼﾞ)

大石　直子 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ) 鈴木　佳枝 (Fore☆Star)

広田　八月 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ) 村田　裕子 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

木島　美由紀 (岡崎げんき) 坂本　真優美 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

朝倉　由希子 (岡崎げんき) 澤野　初恵 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

直井　育子 (UGﾁｬﾚﾝｼﾞ) 藤原　千恵子 (ﾌﾞﾗﾝﾀﾞｰｽﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

百済　ひとみ (UGﾁｬﾚﾝｼﾞ) 水野　直美 (ｽﾀｰ☆)

川合　綾子 (ﾏﾛﾝｽﾞ) 水野　三重子 (Reborn)

酒井　理恵 (ﾏﾛﾝｽﾞ) 吉田　京子 (Reborn)

清水　美奈子 (ｾﾝﾀｰﾗｹｯﾄ) 吉田　久代 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

橘　真美 (ｾﾝﾀｰﾗｹｯﾄ) 池田　志代美 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

木戸　麻友香 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 島藤　友美 (フリー)

鳥谷　奈実 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 後藤　有美 (フリー)

幾永　みどり (朝日丘ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 山本　啓子 (ﾏﾛﾝｽﾞ)

久郷　ひとみ (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 大久保　美紀 (ﾏﾛﾝｽﾞ)

権田　朋子 (another-sky) 荒瀬　幸代 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ)

水越　志保 (another-sky) 酒井　恭子 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ)

石川　直子 (Reborn) 岩成　育久子 (ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ)

宇野　陽子 (Reborn) 天野　さやか (ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ)

古澤　志信 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ) 竹尾　美穂 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

渡邉　真紀 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ) 松村　美帆 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

阿部　美由紀 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 古山　桃子 (ｱﾙﾀﾋﾞｽﾀ)

金光　康子 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 竹内　陽子 (ｶﾐﾝｸﾞ)

石川　知子 (ｵﾙﾌｪｳｽ)

吉野　佑美 (ｵﾙﾌｪｳｽ)

和田　尚子 (FRI) 宮村　直子 (あっかんべ)

有馬　さやか (ｺﾊﾞﾘﾃﾆｽﾊﾟｰｸ) 高井　典子 (あっかんべ)
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