
　　　　 　　　　　　　　''''2015201520152015　　　　亀岡亀岡亀岡亀岡フレッシュテニスフレッシュテニスフレッシュテニスフレッシュテニス大会大会大会大会 2015.11.23

 本選 本選 本選 本選トーナメントトーナメントトーナメントトーナメント

    男子 準優勝準優勝準優勝準優勝　　　　 　　　　井出井出井出井出　　　　慎太郎慎太郎慎太郎慎太郎（（（（アクアブルーアクアブルーアクアブルーアクアブルー）））） 　　　　　　　　　　　　優  勝優  勝優  勝優  勝　　　　　　　　岡山岡山岡山岡山　　　　貴耶貴耶貴耶貴耶((((フリーフリーフリーフリー））））

　　　　山本山本山本山本　　　　裕二裕二裕二裕二（（（（アクアブルーアクアブルーアクアブルーアクアブルー）））） 　　　　香川香川香川香川　　　　佳之佳之佳之佳之((((フリーフリーフリーフリー））））

4444 6666

3333 6666 2222 6666

３位 福森　武留(フリー）   山口　雅英（スタート）

福島　悠太(フリー） 　大頭　祐紀（スタート）

 本選 本選 本選 本選トーナメントトーナメントトーナメントトーナメント

   女子

準優勝準優勝準優勝準優勝　　　　 藤田藤田藤田藤田　　　　敬子敬子敬子敬子（（（（フレッシュフレッシュフレッシュフレッシュ））））  　優 　優 　優 　優　　　　勝勝勝勝 城戸城戸城戸城戸　　　　隆子隆子隆子隆子（（（（butterflybutterflybutterflybutterfly----effecteffecteffecteffect））））

林林林林　　　　梢梢梢梢（（（（フリーフリーフリーフリー）））） 藤原藤原藤原藤原　　　　裕美子裕美子裕美子裕美子（（（（フリーフリーフリーフリー））））

0000 6666

1111 6666

5555 6666 4444 6666

３位 松井　由美（セレッソ） 高林 千賀子（butterfly-effect）

大頭　早苗（セレッソ） 西坂   芳美（butterfly-effect）

４位 中西　育子（コッコ）

井上　恵子（コッコ）

    

　　　　井出井出井出井出　　　　慎太郎慎太郎慎太郎慎太郎（（（（アクアブルーアクアブルーアクアブルーアクアブルー））））

  山本  山本  山本  山本　　　　裕二裕二裕二裕二（（（（アクアブルーアクアブルーアクアブルーアクアブルー））））

　  山口山口山口山口　　　　雅英雅英雅英雅英（（（（スタートスタートスタートスタート））））

　　　　大頭大頭大頭大頭　　　　祐紀祐紀祐紀祐紀（（（（スタートスタートスタートスタート））））

　

　 岡山岡山岡山岡山　　　　貴耶貴耶貴耶貴耶((((フリーフリーフリーフリー））））

  香川  香川  香川  香川　　　　佳之佳之佳之佳之((((フリーフリーフリーフリー））））

　高林 千賀子高林 千賀子高林 千賀子高林 千賀子（（（（butterflybutterflybutterflybutterfly----effecteffecteffecteffect））））

 西坂   芳美 西坂   芳美 西坂   芳美 西坂   芳美（（（（butterflybutterflybutterflybutterfly----effecteffecteffecteffect））））

　

　藤田藤田藤田藤田　　　　敬子敬子敬子敬子（（（（フレッシュフレッシュフレッシュフレッシュ））））

　　　　林林林林　　　　梢梢梢梢（（（（フリーフリーフリーフリー））））

　

　中西中西中西中西　　　　育子育子育子育子（（（（コッココッココッココッコ））））

 井上 井上 井上 井上　　　　恵子恵子恵子恵子（（（（コッココッココッココッコ））））

　

　松井松井松井松井　　　　由美由美由美由美（（（（セレッソセレッソセレッソセレッソ））））

 大頭 大頭 大頭 大頭　　　　早苗早苗早苗早苗（（（（セレッソセレッソセレッソセレッソ））））

　　　　

　　　　城戸城戸城戸城戸　　　　隆子隆子隆子隆子（（（（butterflybutterflybutterflybutterfly----effecteffecteffecteffect））））

　　　　藤原藤原藤原藤原　　　　裕美子裕美子裕美子裕美子（（（（フリーフリーフリーフリー））））

 

    福森福森福森福森　　　　武留武留武留武留((((フリーフリーフリーフリー））））

　　　　福島福島福島福島　　　　悠太悠太悠太悠太((((フリーフリーフリーフリー））））



　　'2015亀岡フレッシュテニス大会　男子予選リーグ 2015.11.23

グループ ペアNo.参加者氏名 　　所　　　　　　　　属 1R 2R 3R 　勝　敗 　ゲーム差＊率 　順　位

E 3 小宮山　誠 リバーTC 6 0 １勝１敗 　６　－９　　－３ 　２位

E 3 平井　亘 リバーTC

　　　　⑤

E 7 藤田 裕行 （K3） 　　　○２３ 　２敗 　４　－１２　－８ 　３位

E 7 齋藤　賢次 サンデー 3 1

　　　　⑮

E 10 福盛　武留 (フリー) 　２勝 　１２　－１　１１ 　１位

E 10 福島　悠太 (フリー) 6 6

予選１位のみ本戦出場

グループ ペアNo.参加者氏名 　　所　　　　　　　　属 1R 2R 3R 　勝　敗 　ゲーム差＊率 　順　位

F 4 高林 リバーTC 1 1 　２敗 　２　－１２　－１０　３位

F 4 土肥 　和彦 リバーTC

　　　　⑥

F 8 川端　譲 （フレッシュ） 　　　○24 １勝１敗 　９　－７　　２ 　２位

F 8 中西　孝臣 （フレッシュ） 6 3

　　　　⑯

F 11 岡山　貴耶 (フリー) 　２勝 　１２　－２　１０ 　１位

F 11 香川　佳之 (フリー) 6 6

予選１位のみ本戦出場

グループ ペアNo.参加者氏名 　　所　　　　　　　　属 1R 2R 3R 　勝　敗 　ゲーム差＊率 　順　位

G 5 前川　芳夫 (フリー) 3 0 　２敗 　３　－１２　－９ 　３位

G 5 中川　武夫 (フリー)

　　　　⑨

G 6 伊崎　光晴 リバーTC 　　　○25 １勝１敗 　７　－９　　－２ 　２位

G 6 小薮　隆史 リバーTC 6 1

　　　⑰

G 9 山口 雅英 （スタート） 　２勝 　１２　－１　１１ 　１位

G 9 大頭　祐紀 （スタート） 6 6

予選１位のみ本戦出場

グループ ペアNo.参加者氏名 　　所　　　　　　　　属 1R 2R 3R 　勝　敗 　ゲーム差＊率 　順　位

H 12 井出　慎太郎 （アクアブルー） 6 6 　２勝 　１２　－５　　６ 　１位

H 12 山本　裕二 （アクアブルー）

　　　　①

H 13 谷口　英朗 （さつき） 　２敗 　５　－１２　－７ 　３位

H 13 木下　博美 （さつき） 0 5

　　　　⑪ 　　　○２２

H 14 竹中　敦 (フリー) １勝１敗 　１１　－１１　　 　２位

H 14 野田　昌弘 (フリー) 5 6

　　　 　　　 予選１位のみ本戦出場



2015亀岡フレッシュテニス大会　女子予選リーグ 2015.11.23

グループペアNo.参加者氏名 　　所　　　　　　　　　属 1R 2R 3R 　　勝　敗 　ゲーム差＊率 　順　位

AAAA 33 城戸 隆子 butterfly-effect 6 6 　２勝 　１２　－２　１０ 　１位

AAAA 33 藤原  裕美子 フリー

　　④

AAAA 37 五島 博子 フリー 　　　⑲ 　２敗 　４　－１２　－１０ 　３位

AAAA 37 鳥居 みどり フリー 1 3

　　　⑫

AAAA 39 岸野 みゆき (セレッソ） １勝１敗 　７　－９　　－２ 　２位

AAAA 39 廣瀬 晶子 (セレッソ） 6 1

予選１位のみ本戦出場

グループペアNo.参加者氏名 　　所　　　　　　　　　属 1R 2R 3R 　　勝　敗 　ゲーム差＊率 　順　位

BBBB 38 高林 千賀子 butterfly-effect 6 6 　２勝 　１２　－３　　９ 　１位

BBBB 38 西坂  芳実 butterfly-effect

　　　⑦

BBBB 40 岡本 栄 フリー 　　　　⑳ 　２敗 　３　－１２　－９ 　３位

BBBB 40 結城 秋代 butterfly-effect 0 3

　　　　⑬

BBBB 42 祇園 依子 フリー １勝１敗 　９　－９　　 　２位

BBBB 42 安本　喜美子（KL） 6 3

予選１位のみ本戦出場

グループペアNo.参加者氏名 　　所　　　　　　　　　属 1R1R1R1R 2R2R2R2R 3R3R3R3R 　　勝　敗 　ゲーム差＊率 　順　位

CCCC 34 木戸 京実 butterfly-effect 3 3 　２敗 　６　－１２　－６ 　３位

CCCC 34 上田 聖 butterfly-effect

　　　⑧

CCCC 41 松井 由美 (セレッソ） 　　○２１ 　２勝 　１２　－６　　６ 　１位

CCCC 41 大頭　早苗 (セレッソ） 6 6

　　　　⑭

CCCC 43 金吉 章子 フリー １勝１敗 　９　－９　　 　２位

CCCC 43 坂口　則枝 フリー 3 6

予選１位のみ本戦出場

グループペアNo.参加者氏名 　　所　　　　　　　　　属 1R 2R 3R 　　勝　敗 　ゲーム差＊率 　順　位

DDDD 32 小藪 玲子 フリー 5 4 　２敗 　９　－１２　－３ 　４位

DDDD 32 高田 くみ子 butterfly-effect

　　　②

DDDD 31 中西 育子 コッコ 　２勝 　１２　－８　　４ 　１位

DDDD 31 井上 恵子 コッコ 6 6

　　　　⑩

DDDD 35 片山 公子 butterfly-effect 6 3 １勝１敗 　９　－１０　　－１ 　３位

DDDD 35 俣野 あけみ (アゼリア)

　　　③ 　　　　⑱

DDDD 36 藤田　敬子 （フレッシュ） １勝１敗 　１０　－１０　　 　２位

DDDD 36 林 梢 フリー 4 6

予選２位まで本戦出場
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 コンソレトーナメント コンソレトーナメント コンソレトーナメント コンソレトーナメント

男子

6

6

1 6

優勝

3 竹中　敦（フリー）

野田　昌弘（フリー）

6 6 準優勝

谷口　英朗（さつき）

木下　博美（さつき）

1

3

4

2

6

　 藤田　裕行（K3）

 　齋藤　賢次（サンデー）

　

　 高林（リバー）

　 土肥　和彦（リバー）

　　竹中　敦（フリー）

　　野田　昌弘（フリー）

　　小宮山　誠（リバー）

　　平井　亘（リバー）

　　伊崎　光晴（リバー）

　　小藪　隆志（リバー）

　　谷口　英朗（さつき）

　　木下　博美（さつき）

　　川端　譲（フレッシュ）

　　中西　孝臣（フレッシュ）
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 コンソレトーナメント コンソレトーナメント コンソレトーナメント コンソレトーナメント

女子

6

4444

2 　優勝　金吉　章子（フリー）

　　　　　坂口  則枝（フリー）

5

準優勝 岸野　みゆき（セレッソ）

廣瀬　晶子（セレッソ）

6

6

6

5

4

6

　木戸　京実（butterfly-effect）

　上田　のぞみ（butterfly-effect）

　

　小藪　玲子（フリー）

　高田　くみ子（butterfly-effect）

　　金吉　章子（フリー）

　　坂口  則枝（フリー）

　　五島　博子（フリー）

　　鳥居　みどり（フリー）

　　祇園　依子（フリー）

　　安本　貴美子（KL）

　岸野　みゆき（セレッソ）

　廣瀬　晶子（セレッソ）

　


