
女子ダブルスＡ・予選ラウンドロビン

Ａブロック 宮下・齋藤 白井・山下 平木・小清水 順位
宮下純子 （クラブ） ６－０ ２－６ ２
齋藤　美穂子 （クラブ）
白井容子 （クラブ） ０－６ ０－６ ３
山下利花 （クラブ）
平木亜紀 （一般） ６－２ ６－０ １
小清水千晶 （一般）

Bブロック 中村・渡邊 川野・大野 刈茅・青柳 順位
中村直美 （クラブ） ６－３ ６－１ １
渡邊嘉織 （クラブ）
川野とよ子 （ＧＴＴ） ３－６ ６－０ ２
大野朋子 （ＧＴＴ）
刈茅美紀 （フリー） １－６ ０－６ ３
青柳幸江 （フリー）

Ｃブロック 桑原・野口 菊田・吉田 田辺・前田 順位
桑原めぐみ （クラブ） ６－４ ６－１ １
野口薫子 （Yamato）
菊田純子 （クラブ） ４－６ ６－１ ２
吉田成美 （クラブ）
田辺美代子 （ＧＴＴ） １－６ １－６ ３
前田真理 （ＧＴＴ）

Ｄブロック 植木・佐竹 須山・吉田 磯崎・石島 順位
植木絵美 （Yamato） ６－４ ６－３ １
佐竹由紀 （Yamato）
須山真由美 （クラブ） ４－６ ６－３ ２ 優勝 準優勝
吉田さと子 （クラブ） 　　　　　　　小清水・平木 　　　　　　　　植木・佐竹
磯崎芳子 （クラブ） ３－６ ３－６ ３
石島理佳 （クラブ）

女子ダブルスＡ・決勝トーナメント

Ａ１ 平木亜紀
小清水千晶 ６－１

Ｂ２ 川野とよ子
大野朋子 ６－３

Ｄ２ 須山真由美
吉田さと子

Ｃ２ 桑原めぐみ ６－３
野口薫子 ６－４

Ｄ１ 植木絵美
佐竹由紀 ６－１

Ｃ２ 菊田純子
吉田成美

Ａ２ 宮下純子 ６－３
齋藤　美穂子

Ｂ１ 中村直美 ６－２
渡邊嘉織

３位決定戦

桑原めぐみ
野口薫子 ６－０
宮下純子
齋藤　美穂子

第３位 コンソレ優勝
　　　　　　　　齋藤・宮下 　　　　　　　　　石島・磯崎

女子ダブルスＡ・コンソレーション

Ａ 白井容子
山下利花 ６－２

Ｄ 磯崎芳子
石島理佳 ６－１

Ｃ 田辺美代子
前田真理

Ｂ 刈茅美紀 Ｗ．Ｏ
青柳幸江



女子ダブルスＢ・予選ラウンドロビン

Ａブロック 陰山・安達 佐伯・鈴木 津田・澤田 若林・宇佐見 順位
陰山智子 （クラブ） ６－２ ６－０ ６－０ １
安達知子 （クラブ）
佐伯優衣 （一中） ２－６ ４－６ ６－３ ３
鈴木里菜 （一中）
津田貴代子 （クラブ） ０－６ ６－４ ６－３ ２
澤田かおり （クラブ）
若林睦実 （一中） ０－６ ３－６ ３－６ ４
宇佐見美帆 （一中）

Ｂブロック 大倉・三井 北川・大崎 東・岡崎 鈴木・内藤 順位
大倉恵子 （クラブ） ６－２ ２－６ ６－０ ２
三井真弓美 （クラブ）
北川実咲 （一中） ２－６ １－６ ６－２ ３
大崎聖夏 （一中）
東信子 （クラブ） ６－２ ６－１ ６－０ １
岡崎由布子 （クラブ）
鈴木沙和 （一中） ０－６ ２－６ ０－６ ４
内藤未来 （一中）

女子ダブルスＡ・決勝トーナメント

Ａ１ 陰山智子
安達知子 ６－３

Ｂ２ 大倉恵子
三井真弓美 ６－３

Ａ２ 津田貴代子 優勝 準優勝
澤田かおり 　　　　　　　　安達・陰山 　　　　　　　　東・岡崎

B１ 東信子 ６－２
岡崎由布子

３位決定戦

大倉恵子
三井真弓美 ６－０
津田貴代子
澤田かおり

女子ダブルスＡ・コンソレーション

Ａ３ 佐伯優衣
鈴木里菜 ６－２

Ｂ４ 鈴木沙和
内藤未来

Ａ４ 若林睦実
宇佐見美帆

Ｂ３ 北川実咲 ６－２
大崎聖夏

第３位
　　　　　　　　大倉・三井



第４３階市民体育大会 テニス 

女子ダブルスＡ／Ｂ 
日時：平成２４年９月１６日（日）Ａ １０：００～  Ｂ ８：２０～ 
《市報に掲載の予備日９月２２日（日）は１１月１０日（土）に変更となりました。》 
場所：上仲原公園テニスコート 
主催：東大和市テニス連盟 
後援：東大和教育委員会 
 

［大会役員］ 
栗原健一  
町田紀代  

  桑原めぐみ 
野口薫子  
佐竹由紀  

 
《試合要項》 
１，試合Ａは４ブロックのリーグ戦とします。１・２位が本戦トーナメント 
  ６ゲーム先取 ワンデュースノーアド（レシーバーチョイス） 
  Ｂは２ブロックのリーグ戦 １・２位が本戦トーナメント 
  リーグ戦同率の場合は直接対戦・得失点差の勝者とする。 
２．練習はサービス４本とする。 
３．ゲームカウントの表示はドロー番号の小さい方を黒とする。 
４．審判はセルフジャッジとする。 
５．勝者はボールを持って本部へ報告する。 
６．試合球はブリヂストンＸＴ８とする。 
７．準決勝敗者による３位決定戦を行う。 
８．Ａはリーグ戦３位によるコンソレーションを行う。（６ゲーム先取 ノーアド） 
  Ｂは３・４位トーナメントを行う。 
９．ベンチは公園利用者も使用するため、荷物を置かないようにお願いします。 
１０．空き缶、ごみ等は各自責任を持って持ち帰るようお願いします。 
１１．その他については本部の指示に従ってください。 
 
 
 



《予備日変更についてのお詫び》 
 
 本大会のテニスコート予約手続きの手違いのため、予備日を変更せざるを得ない事態と

なりました。皆様には日程調整等でご迷惑をおかけすることになるかもしれません。 
誠に申し訳ありません。 
何卒ご理解ご協力のほど、お願い申し上げます。 
 

東大和市テニス連盟会長 
栗原 健一 




