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 1 1 1 1位位位位グループトーナメントグループトーナメントグループトーナメントグループトーナメント

 5位6位決定戦 各グループ1位

2
AAAA２２２２上田上田上田上田　　　　望望望望((((butterfly effectbutterfly effectbutterfly effectbutterfly effect))))・・・・安本安本安本安本　　　　貴美子貴美子貴美子貴美子((((フリーフリーフリーフリー)))) 6666

EEEE２ ２ ２ ２ 大槻 幸子大槻 幸子大槻 幸子大槻 幸子・・・・俣野 俣野 俣野 俣野 あけみあけみあけみあけみ((((アゼリアアゼリアアゼリアアゼリア))))

6666 6666
　　　　

1
6666 AAAA１ １ １ １ 野村 沢美野村 沢美野村 沢美野村 沢美・・・・林 優子林 優子林 優子林 優子（（（（長岡長岡長岡長岡グリーングリーングリーングリーン））））

FFFF２ ２ ２ ２ 豊福 典子豊福 典子豊福 典子豊福 典子・・・・西原 則子西原 則子西原 則子西原 則子（（（（NmkNmkNmkNmk2222）））） 3
6666 優勝優勝優勝優勝　　　　大槻 幸子大槻 幸子大槻 幸子大槻 幸子・・・・俣野 俣野 俣野 俣野 あけみあけみあけみあけみ((((アゼリアアゼリアアゼリアアゼリア))))

2 準優勝準優勝準優勝準優勝　　　　海崎 恵子海崎 恵子海崎 恵子海崎 恵子・・・・山口 美佐子山口 美佐子山口 美佐子山口 美佐子（（（（NmkNmkNmkNmk2222））））

CCCC２ ２ ２ ２ 田淵 眞弓田淵 眞弓田淵 眞弓田淵 眞弓（（（（フリーフリーフリーフリー））））・・・・瑜伽 明美瑜伽 明美瑜伽 明美瑜伽 明美（（（（さつきさつきさつきさつき））））

2 2
BBBB１ １ １ １ 高林 千賀子高林 千賀子高林 千賀子高林 千賀子((((butterfly effectbutterfly effectbutterfly effectbutterfly effect))))・・・・小林 小林 小林 小林 ゆかりゆかりゆかりゆかり((((さつきさつきさつきさつき))))

6666
3

DDDD１ １ １ １ 海崎 恵子海崎 恵子海崎 恵子海崎 恵子・・・・山口 美佐子山口 美佐子山口 美佐子山口 美佐子（（（（NmkNmkNmkNmk2222））））

6666
三位決定戦三位決定戦三位決定戦三位決定戦

豊福 典子豊福 典子豊福 典子豊福 典子・・・・西原 則子西原 則子西原 則子西原 則子（（（（NmkNmkNmkNmk2222）））） 6666
豊福 典子豊福 典子豊福 典子豊福 典子・・・・西原 則子西原 則子西原 則子西原 則子（（（（NmkNmkNmkNmk2222））））

高林 千賀子高林 千賀子高林 千賀子高林 千賀子((((butterfly effectbutterfly effectbutterfly effectbutterfly effect))))

小林 小林 小林 小林 ゆかりゆかりゆかりゆかり((((さつきさつきさつきさつき)))) 1111
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２２２２位位位位グループトーナメントグループトーナメントグループトーナメントグループトーナメント

各グループ２位
  5位6位決定戦

EEEE３３３３　　　　大槻 大槻 大槻 大槻 ななえななえななえななえ・・・・大西 大西 大西 大西 りさりさりさりさ（（（（福知山福知山福知山福知山にわだまにわだまにわだまにわだまクラブクラブクラブクラブ）））） 6666
6666

FFFF３３３３　　　　宗里 菊野宗里 菊野宗里 菊野宗里 菊野・・・・森 恵子森 恵子森 恵子森 恵子（（（（丹波丹波丹波丹波））））

0
   優勝   優勝   優勝   優勝　　　　大槻 大槻 大槻 大槻 ななえななえななえななえ・・・・大西 大西 大西 大西 りさりさりさりさ（（（（福知山福知山福知山福知山にわだまにわだまにわだまにわだまクラブクラブクラブクラブ））））

6 CCCC１１１１　　　　野口野口野口野口・・・・祇園祇園祇園祇園　　　　依子依子依子依子（（（（丹波丹波丹波丹波）））） 4
準優勝準優勝準優勝準優勝　　　　中西 育子中西 育子中西 育子中西 育子（（（（こっここっここっここっこ））））・・・・井上 恵子井上 恵子井上 恵子井上 恵子((((KLKLKLKL))))

6666
BBBB３３３３　　　　中西 育子中西 育子中西 育子中西 育子（（（（こっここっここっここっこ））））・・・・井上 恵子井上 恵子井上 恵子井上 恵子((((KLKLKLKL))))

6666
3

2 AAAA３３３３　　　　中西 久世中西 久世中西 久世中西 久世・・・・前川 栄前川 栄前川 栄前川 栄（（（（丹波丹波丹波丹波）））） 1

　 4
DDDD３３３３　　　　上島 幸代上島 幸代上島 幸代上島 幸代・・・・井上 井上 井上 井上 キミヨキミヨキミヨキミヨ（（（（丹波丹波丹波丹波））））

6666

三位決定戦三位決定戦三位決定戦三位決定戦
0

上島 幸代上島 幸代上島 幸代上島 幸代・・・・井上 井上 井上 井上 キミヨキミヨキミヨキミヨ（（（（丹波丹波丹波丹波））））

6666

　宗里 菊野・森 恵子（丹波）

　　上島 幸代・井上 キミヨ（丹波）
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３３３３位位位位グループトーナメントグループトーナメントグループトーナメントグループトーナメント

各グループ３位
  5位6位決定戦

CCCC３３３３　　　　木戸 京実木戸 京実木戸 京実木戸 京実・・・・黒田 雅子黒田 雅子黒田 雅子黒田 雅子((((butterfly effectbutterfly effectbutterfly effectbutterfly effect)))) 6666
3

DDDD２２２２　　　　澤村澤村澤村澤村((((フリーフリーフリーフリー))))・・・・結城 秋代結城 秋代結城 秋代結城 秋代((((butterfly effectbutterfly effectbutterfly effectbutterfly effect))))

3 優勝優勝優勝優勝　　　　金吉金吉金吉金吉　　　　章子章子章子章子・・・・林林林林　　　　麻里子麻里子麻里子麻里子((((フリーフリーフリーフリー))))　　　　

　　　　
6666 AAAA４４４４　　　　高田 高田 高田 高田 くみくみくみくみ子子子子((((こっここっここっここっこ).).).).・・・・小森 小森 小森 小森 みちみちみちみち代代代代((((butterfly effectbutterfly effectbutterfly effectbutterfly effect)))) 3

準優勝準優勝準優勝準優勝　　　　木戸 京実木戸 京実木戸 京実木戸 京実・・・・黒田 雅子黒田 雅子黒田 雅子黒田 雅子((((butterfly effectbutterfly effectbutterfly effectbutterfly effect))))

6666
EEEE3333　　　　金吉金吉金吉金吉　　　　章子章子章子章子・・・・林林林林　　　　麻里子麻里子麻里子麻里子((((フリーフリーフリーフリー))))

6666
6666

FFFF１１１１　　　　八木 菜津子八木 菜津子八木 菜津子八木 菜津子((((ママレモンママレモンママレモンママレモン))))・・・・城戸 隆子城戸 隆子城戸 隆子城戸 隆子((((butterfly effectbutterfly effectbutterfly effectbutterfly effect)))) 6666

BBBB２２２２　　　　高瀬 高瀬 高瀬 高瀬 たえこたえこたえこたえこ・・・・西田 一美西田 一美西田 一美西田 一美（（（（長岡長岡長岡長岡グリーングリーングリーングリーン）））） 0
2 4

　
三位決定戦三位決定戦三位決定戦三位決定戦

6666
澤村澤村澤村澤村((((フリーフリーフリーフリー))))・・・・結城 秋代結城 秋代結城 秋代結城 秋代((((butterfly effectbutterfly effectbutterfly effectbutterfly effect))))

1

澤村澤村澤村澤村((((フリーフリーフリーフリー))))・・・・
結城 秋代結城 秋代結城 秋代結城 秋代((((butterfly effectbutterfly effectbutterfly effectbutterfly effect))))

　八木 菜津子八木 菜津子八木 菜津子八木 菜津子((((ママレモンママレモンママレモンママレモン))))・・・・
　　　　城戸 隆子城戸 隆子城戸 隆子城戸 隆子((((butterfly effectbutterfly effectbutterfly effectbutterfly effect))))



２０１６亀岡秋季女性交流テニス大会　女子予選リーグ ２０１６．９．３０

コートNo, 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 高瀬 たえこ （長岡グリーン） 2222 2222   　2敗 4G       -12G 　　　３位

BBBB 西田 一美 （長岡グリーン）

　　　①

6666 BBBB 高林 千賀子 (butterfly effect) 　　　　③     ２勝 12G       -4G 　　　１位

BBBB 小林 ゆかり （さつき） 6666 6666
　　　　②

BBBB 中西 育子 （こっこ）   　１勝 １敗 8G        -8G 　　　２位

BBBB 井上 恵子 （KL） 2222 6666
予選１位のみ本戦出場

コートNo, 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 野口 （丹波） 4444 6666   　１勝 １ 敗 10G    -7G 　　　２位

CCCC 祇園　依子 （丹波）

　　　①
5555 CCCC 田淵 眞弓 （フリー） 　　　　③   　２勝 12G   -4G 　　　１位

CCCC 瑜伽　明美 （さつき） 6666 6666
　　　　②

CCCC 木戸 京実 (butterfly effect)   　 ２敗 1G     -12G 　　　３位

CCCC 黒田 雅子 (butterfly effect) 0000 1111
予選１位のみ本戦出場

コートNo, グループ ペアNo. 参加者氏名 　　所　　　　　　　　　属 1R 2R 3R 　　　４R 　　勝　敗 　ゲーム差＊率 　順　位

AAAA 上田 望 (butterfly effect) 1111 6666   　１勝  １敗 ７G　　　－８G 　　　２位

AAAA 安本 貴美子 (フリー) 直接対決にて勝

　　　②
AAAA 野村 沢美 （長岡グリーン）   　２勝 12G      -3G 　　　１位

AAAA 林 優子 （長岡グリーン） 6666 6666 　　　　④
4444 　　　　③

AAAA 高田 くみ子 (こっこ) 2222 1111   ２ 敗 3G      -12G 　　　４位

AAAA 小森 みち代 (butterfly effect)

　　　①

AAAA 中西 久世 （丹波）   　１勝  １敗 ８G　　　－８G 　　　３位

AAAA 前川 栄 （丹波） 6666 2222 直接対決にて敗

予選１－２位のみ本戦出場



　２０１６亀岡秋季女性交流テニス大会　女子予選リーグ ２０１６．９．３０

コートNo, 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 金吉 章子 （フリー） 1111 4444 　　２敗 5G       -12G 　　　３位

E 林 麻里子 （フリー）

　　　　①
8888 E 大槻 幸子 (アゼリア) 　　２勝 12G    -4G 　　　１位

E 俣野 あけみ (アゼリア) 6666 6666 　　　　③
　　　　②

E 大槻　ななえ （福知山にわだまクラブ） 　　１勝1敗 9G     -10G 　　　２位

E 大西 りさ （福知山にわだまクラブ） 3333 6666
予選１位のみ本戦出場

コートNo, 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 宗里 菊野 （丹波） 1111 6666 　　１勝１敗 7G        -10G 　　　２位

F 森 恵子 （丹波）

　　　　①
9999 F 豊福　典子 （Nmk2） 　　　　③ 　　２勝 12G     -3G 　　　１位

F 西原　則子 （Nmk2） 6666 6666
　　　　②

F 八木 菜津子 (ママレモン) 　　２敗 6G      -12G 　　　３位

F 城戸 隆子 (butterfly effect) 2222 4444
予選１位のみ本戦出場

コートNo, 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 上島 幸代 （丹波） 6666 1111   　１勝 １敗 7G     -6G 　　　２位

DDDD 井上 キミヨ （丹波）

　　①
7777 DDDD 澤村 (フリー) 　　　③   　 ２ 敗 0G      -12G 　　　３位

DDDD 結城　秋代 (butterfly effect) 0000 0000
　　　②

DDDD 海崎　恵子 （Nmk2）   　２勝 12G       -1G 　　　１位

DDDD 山口　美佐子 （Nmk2） 6666 6666
予選１位のみ本戦出場


