
2022度　ウィークデーテニス大会 （ ダブルス ）

男子フレンドクラス

1R SF SF 1R

安宅 博徳 (arT.C) 安宅 萬代 高木 文明 (REI)

池田 卓人 (arT.C) 池田 高塚 國島 聖一 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

山内 栄治 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 60 安宅 萬代 64 萬代 康人 (STC)

天野 貴夫 (フリー) 池田 高塚 高塚 敏夫 (STC)

下鍋 武志 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 下鍋 61 63 栗本 栗本 文勝 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ)

近藤 修 (フリー) 近藤 渡辺 渡辺 敦史 (ATC (S))

金札 拓郎 (ｻﾝｴｲﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) WO 75 奥田 幸一 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

中村 大器 (ｻﾝｴｲﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 久村 洋一 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

12月 6日(火)　　会場：柳川瀬公園
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2022度　ウィークデーテニス大会 （ ダブルス ）

女子ファイトクラス

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

有馬 さやか (fun♪fun) 谷口 柴田 柴田 真歩 (J+)

犬飼 陽子 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 足立 城 城 知子 (40-LOVE)

光岡 由美 (ｱﾙﾀﾋﾞｽﾀ) 61 柴田 62 江坂 直美 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ)

泊野 百合子 (ｱﾙﾀﾋﾞｽﾀ) 谷口 城 仙崎 史枝 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ)

谷口 麻子 (ﾃﾆｽ村) 61 足立 61 森野 森野 淳子 (ATC (S))

足立 知春 (STC) 63 岡田 岡田 直子 (ATC (S))

水野 三重子 (FRI) 神谷 WO 永田 恵子 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

吉田 京子 (Reborn) 郷 立野 澤栁 まり子 (MARS)

神谷 洋子 (MITC) 61 清水 祖父江 祖父江 純子 (FRI)

郷 真由美 (MITC) 63 62 手島 手島 美穂 (FRI)

立野 和子 (ｽﾊﾟｼｵⅡ) 立野 63 水谷 真奈美 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

清水 友理 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 清水 祖父江 大久保 孝子 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

杉崎 孝子 (FRI) WO 立野 手島 冨田 千穂美 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ)

小山 富士子 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝ ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 清水 64 木村 文江 (FRI)

其田 智子 (UGﾁｬﾚﾝｼﾞ) 村山 63 冨田

下川 美代子 (ECO) 平田 木村

村山 由美子 (ｽﾊﾟｼｵⅡ) 63 WO 橋本 奈美 (ﾊｯﾋﾟｰﾚｲﾝ)

平田 佳代 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 川崎 由理 (ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ)

BYE

12月 6日(火)　　会場：柳川瀬公園
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[1] 有馬 さやか・犬飼 陽子



2022度　ウィークデーテニス大会 （ ダブルス ）

女子フレンドクラス

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

前島 昌代 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ) 前島  小川 小川 朋子 (J+)

礒貝 ひろみ (YY_tennis ﾁｰﾑ) 礒貝 奥津 奥津 かなこ (J+)

中島 直子 (J+) 64 安田 WO 大橋 愛子 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ)

広田 志保 (J+) 大西 沓名 幸子 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ)

森 まゆみ (MITC) WO 前島 60 石川 泉 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

小宮 ちかげ (MITC) 礒貝 杉山 りつ子 (MITC)

日高 純子 (UGﾁｬﾚﾝｼﾞ) 糟谷 安田 60 村林 文絵 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

西澤 恭子 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 加藤 大西 鈴木 昌子 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

糟谷 浪子 (あっかんべ) 62 今井 酒井 64 安田 美由紀 (ECO)

加藤 直美 (あっかんべ) 永田 川合 大西 真由美 (ｶﾐﾝｸﾞ)

近田 礼生 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 橋本 61 61 酒井 太田 敦子 (UGﾁｬﾚﾝｼﾞ)

後藤 裕紀子 (MITC) 平原 川合 高須 聡美 (UGﾁｬﾚﾝｼﾞ)

橋本 和奈 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝ ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 64 61 酒井 理恵 (ﾏﾛﾝｽﾞ)

平原 順子 (WILD JOKER) 酒井 川合 綾子 (ATC (S))

奈良 久美子 (M.J.S) 63 今井 川合 大久保 眞知子 (ｺﾊﾞﾘﾃﾆｽﾊﾟｰｸ)

内田 玲 (M.J.S) 永田 62 澤田 由紀子 (ｺﾊﾞﾘﾃﾆｽﾊﾟｰｸ)

木村 由布子 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ) 今井 75 栗木 63 平野 利美 (ｱﾙﾀﾋﾞｽﾀ)

朝岡 真規子 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 永田 三好 村上 真央 (MITC)

今井 結子 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ) WO 60 栗木 理恵 (ECO)

永田 由美 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ) 三好 典子 (ECO)
10 20
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[1] 前島 昌代・礒貝 ひろみ


