
2021年度　ウィークデーテニス大会（女子ダブルス）
12月 7日（火）　会場：柳川瀬公園

女子ファイトクラス チェックリスト印刷は、こちら

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

有馬 さやか (fun♪fun) 小松 有希 (fun♪fun)

犬飼 陽子 (STC) 永田 由美 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ)

木村 由布子 (西岡 Tennis Freak)

朝岡 真規子 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

杉浦 美由紀 (POF) 今井 マリレン (YY_tennis ﾁｰﾑ)

関 智恵美 (POF) 鈴木 ゆみを (40-LOVE)

金剛 かおり (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ) 有澤 廣美 (another-sky)

加藤 佳奈子 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ) 川原 奈緒美 (another-sky)

永見 あづさ (FRI) 村山 由美子 (ｽﾊﾟｼｵⅡ)

杉浦 淳子 (FRI) 永田 恵子 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

青山 恵子 (TET) 祖父江 純子 (FRI)

伊原 祐子 (つくしんぼ) 手島 美穂 (FRI)

光岡 由美 (ｱﾙﾀﾋﾞｽﾀ) 水野 三重子 (FRI)

白山 昌子 (ｱﾙﾀﾋﾞｽﾀ) 吉田 京子 (Reborn)

緒方 千代 (STC) 泊野 百合子 (ｱﾙﾀﾋﾞｽﾀ)

木村 恭子 (STC) 庭池 香里 (梅坪･浄水ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ)

其田 智子 (UGﾁｬﾚﾝｼﾞ) 橋本 奈美 (ﾊｯﾋﾟｰﾚｲﾝ)

下川 美代子 (ECO) 川崎 由理 (ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ)

仙崎 史枝 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ) 寺田 ひとみ (STC)

江坂 直美 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ) 足立 知春 (STC)

大島 美香 (FRI) 神谷 洋子 (MITC)

西澤 美奈子 (FRI) 郷 真由美 (MITC)
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シード

[1] 有馬 さやか・犬飼 陽子

[2] 神谷 洋子・郷 真由美

[3] 祖父江 純子・手島 美穂

http://www.toyota-ta.jp/Tournament/pdf/2021/check-one.pdf


2021年度　ウィークデーテニス大会（女子ダブルス）
12月 7日（火）　会場：柳川瀬公園

女子フレンドクラス チェックリスト印刷は、こちら

1R 2R SF SF 2R 1R

森野 淳子 (ATC (S)) 大西 真由美 (ｶﾐﾝｸﾞ)

岡田 直子 (ATC (S)) 久郷 ひとみ (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

富永 有里 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ) 酒井 理恵 (ﾏﾛﾝｽﾞ)

平山 文子 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ) 川合 綾子 (GOTT)

高橋 千恵 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ)

村田 和子 (ﾏﾛﾝｽﾞ)

村田 裕子 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 栗木 理恵 (ECO)

阿部 知子 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 安田 美由紀 (ECO)

神谷 久美子 (あっかんべ) 近田 礼生 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

中馬 美由紀 (あっかんべ) 後藤 裕紀子 (MITC)

大久保 眞知子 (ｺﾊﾞﾘﾃﾆｽﾊﾟｰｸ) 前島 昌代 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ)

澤田 由紀子 (ｺﾊﾞﾘﾃﾆｽﾊﾟｰｸ) 礒貝 ひろみ (YY_tennis ﾁｰﾑ)

文田 秀子 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ) 木場 京子 (ｺﾊﾞﾘﾃﾆｽﾊﾟｰｸ)

坂江 京子 (WILD JOKER) 上田 智子 (岡崎げんき)
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[1] 森野 淳子・岡田 直子

http://www.toyota-ta.jp/Tournament/pdf/2021/check-one.pdf

