
2018 2018 2018 2018 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 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 2018.11.23

男子男子男子男子BBBB　　　　 　　　　決勝決勝決勝決勝 女子女子女子女子BBBB　　　　決勝決勝決勝決勝

                優勝      曽賀野・松山 (T.C大原野)    優勝 大槻・加藤　 （アゼリア）

6666     5555 6666 3333
　　　　　      

6666 5555 5555 6666 6666 1111 6666 2222

2222 6666 4444 6666
三位決定戦 　三位決定戦
桐野・上野（アゼリア） 川端・延川　　 （フレッシュ）

男子男子男子男子BBBB　　　　コンソレコンソレコンソレコンソレ　　　　決勝 女子女子女子女子BBBB　　　　コンソレコンソレコンソレコンソレ決勝決勝決勝決勝   優勝 坂口・坂口 (フリー)　
　　　　　　優勝湯本・西岡 (リバー)　 　

6666 5555 6666 1111
　　　　　 　　　　

6666 1111 6666 4444      
6666 　　　　　　　　 2222 6666 2222

1111 6666 1111 6666
三位決定戦 三位決定戦

高林・早瀬（リバー） 小薮・高田 (コッコ)

男子男子男子男子シニアシニアシニアシニア

1位決定戦

6666；；；；2222

3位決定戦

6666；；；；1111

5位決定戦

6666；；；；4444

米谷・土肥
(リバー)

桐野・上野
（アゼリア）

川端・中西
（フレッシュ）

曽賀野・松山
(T.C大原野)

安田・岡村
(T.C大原野)

原田・夜久
（パブリック洛
西）

高林・早瀬
（リバー）

湯本・西岡
(リバー)

大槻・加藤
（アゼリア）

高林(butterfly effect)
八木 (ママレモン)

川端・延川
（フレッシュ）

野村・大頭
（セレッソ）

坂口・坂口
 (フリー)

岡本 (フリー)
結城 (butterfly effect)

小薮・高田
(コッコ)

金吉 (フリー)
林（アゼリア）

　Ｃ1位

谷口・木下
（さつき） 

　Ｄ1位
前田・大山
（エバーグリーン）

　Ｃ2位

小寺・波多野
（エバーグリーン）

　Ｄ2位

田畑・有馬
（大原野TＣ）

　Ｃ3位

前川・深澤
（亀岡スイトピー）

　Ｄ3位

清水・大八木
（フリー）



2018亀岡フレッシュテニス大会　男子予選リーグ 2018.11.23

グループ 参加者氏名 1R 2R 3R 　　勝　敗 　ゲーム差＊率 　順　位

AAAA 高林　正政（リバー） 1 4 　　0勝2敗 　　5　　-12 　　　4位

AAAA 早瀬（リバー）

AAAA 川端　譲（フレッシュ）  　　1勝1敗 　　10　　-7 　　　2位

AAAA 中西　孝臣（フレッシュ） 6 4 3

AAAA 曽賀野　孝司 (T.C大原野) 6 6  　　2勝0敗 　　12　　-5 　　　1位

AAAA 松山　忠司 (T.C大原野)

　　

AAAA 湯本　茂和 (リバー)  　　1勝1敗 　　7　　-10 　　　3位

AAAA 西岡 (リバー) 1 6 -3

予選２位まで本戦出場

グループ 参加者氏名 1R 2R 3R 　　勝　敗 　ゲーム差＊率 　順　位

BBBB 安田　和彦 (T.C大原野)　 1 4 　　0勝2敗 　　5　　-12 　　　4位

BBBB 岡村　泰洋 (T.C大原野)　 -7

BBBB 桐野（アゼリア）  　　2勝0敗 　　12　　-4 　　　1位

BBBB 上野（アゼリア） 6 6 8

BBBB 米谷 (リバー) 6 6  　　2勝0敗 　　12　　-9 　　　2位

BBBB 土肥　和彦 (リバー) 3

BBBB 原田（パブリック洛西）  　　0勝2敗 　　8　　-12 　　　3位

BBBB 夜久（パブリック洛西） 5 3 -4

予選２位まで本戦出場

グループ 参加者氏名 1R 2R 3R 　　勝　敗 　ゲーム差＊率 　順　位

ＣＣＣＣ 前川　芳夫（亀岡スイトピー） 1 1 　　0勝2敗 　　2　　-12 　　　3位

ＣＣＣＣ 深澤　則夫（亀岡スイトピー）

ＣＣＣＣ 前田（エバーグリーン） 　  　　2勝0敗 　　12　　-5 　　　1位

ＣＣＣＣ 大山（エバーグリーン） 6 6

ＣＣＣＣ 田畑（大原野TＣ）  　　1勝1敗 　　10　　-7 　　　2位

ＣＣＣＣ 有馬（大原野TＣ） 4 6

グループ 参加者氏名 1R 2R 3R 　　勝　敗 　ゲーム差＊率 　順　位
DDDD 小寺 （エバーグリーン） 6 4  　　1勝1敗 　　10　　-6 　　　2位

DDDD 波多野 （エバーグリーン）

DDDD 清水　智彦 （フリー） 　　0勝2敗 　　1　　-12 　　　3位

DDDD 大八木　宏仁 （フリー） 0 1

DDDD 谷口　英朗 （さつき）  　　2勝0敗 　　12　　-5 　　　1位

DDDD 木下　廣美 （さつき）  6 6



2018亀岡フレッシュテニス大会　女子予選リーグ 2018.11.23

グループ 参加者氏名 1R　2R　 3R 4R 　　勝　敗 　ゲーム差＊率 　順　位

ＥＥＥＥ 坂口　則枝 (フリー) 3 3 　　0勝2敗 　　6　　-12 　　　3位

ＥＥＥＥ 坂口  知子 (フリー) -6

ＥＥＥＥ 川端　登喜 （フレッシュ）  　　2勝0敗 　　12　　-5 　　　2位

ＥＥＥＥ 延川　智恵 （フレッシュ） 6 6 7

ＥＥＥＥ 小薮 玲子 (コッコ) 0 2 　　0勝2敗 　　2　　-12 　　　4位

ＥＥＥＥ 高田 くみ子 (コッコ) -10

ＥＥＥＥ 大槻　幸子 （アゼリア）  　　2勝0敗 　　12　　-3 　　　1位

ＥＥＥＥ 加藤　和子 （アゼリア） 6 6 9

予選２位まで本戦出場

グループ 参加者氏名 1R　2R　 3R 4R 　　勝　敗 　ゲーム差＊率 　順　位

ＦＦＦＦ 岡本　栄 (フリー) 0 2 　　0勝2敗 　　2　　-12 　　　4位

ＦＦＦＦ 結城　秋代 (butterfly effect) -10

ＦＦＦＦ 金吉　晶子 (フリー)  　　1勝1敗 　　9　　-6 　　　　　　　　　　　　2222位位位位

ＦＦＦＦ 林　美保 （アゼリア） 6 3 3333
お詫び；金吉 (フリー)林 （アゼリア）組が予選２位でしたが、手違いにてコンソレ出場となりました。

ＦＦＦＦ 野村 （セレッソ） 6 6  　　2勝0敗 　　12　　-7 　　　1位

ＦＦＦＦ 大頭　早苗 （セレッソ） 5

ＦＦＦＦ 高林　千賀子 (butterfly effect)  　　1勝1敗 　　10　　-8 　　　　　　　　　　　　3333位位位位

ＦＦＦＦ 八木 菜津子 (ママレモン) 4 6 2222

予選２位まで本戦出場


