
RRRR1111年年年年　　　　亀岡春季女性交流亀岡春季女性交流亀岡春季女性交流亀岡春季女性交流テニステニステニステニス大会大会大会大会 2019201920192019．．．．５５５５．．．．10101010

本選本選本選本選　　　　各各各各ブロック ブロック ブロック ブロック 1111位位位位　　　　トーナメントトーナメントトーナメントトーナメント
　SF 　　　F

 井上 恵子 井上 恵子 井上 恵子 井上 恵子((((コッココッココッココッコ)/)/)/)/中西 育子中西 育子中西 育子中西 育子((((フリーフリーフリーフリー)))) 2222

1111

 高林 千賀子 高林 千賀子 高林 千賀子 高林 千賀子////中西 尚美中西 尚美中西 尚美中西 尚美((((butterfly effectbutterfly effectbutterfly effectbutterfly effect)))) 6666 優  勝優  勝優  勝優  勝　 　 　 　 渡邊渡邊渡邊渡邊　　　　照美照美照美照美////野村野村野村野村　　　　沢美沢美沢美沢美（（（（グリーングリーングリーングリーン長岡長岡長岡長岡））））

 渡邊 渡邊 渡邊 渡邊　　　　照美照美照美照美////野村野村野村野村　　　　沢美沢美沢美沢美（（（（グリーングリーングリーングリーン長岡長岡長岡長岡）））） 6666 準優勝準優勝準優勝準優勝　　　　高林 千賀子高林 千賀子高林 千賀子高林 千賀子////中西 尚美中西 尚美中西 尚美中西 尚美((((butterfly effectbutterfly effectbutterfly effectbutterfly effect))))

6666

 瑜伽 瑜伽 瑜伽 瑜伽　　　　明美明美明美明美（ＫＬ）（ＫＬ）（ＫＬ）（ＫＬ）////鎌田鎌田鎌田鎌田　　　　しずえしずえしずえしずえ((((フリーフリーフリーフリー）））） 4444

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三位決定戦三位決定戦三位決定戦三位決定戦

 瑜伽 瑜伽 瑜伽 瑜伽　　　　明美明美明美明美（ＫＬ）（ＫＬ）（ＫＬ）（ＫＬ）////鎌田鎌田鎌田鎌田　　　　しずえしずえしずえしずえ((((フリーフリーフリーフリー）））） 6666 ３３３３位位位位　　　　瑜伽瑜伽瑜伽瑜伽　　　　明美明美明美明美（ＫＬ）（ＫＬ）（ＫＬ）（ＫＬ）////鎌田鎌田鎌田鎌田　　　　しずえしずえしずえしずえ((((フリーフリーフリーフリー））））

 井上 恵子 井上 恵子 井上 恵子 井上 恵子((((コッココッココッココッコ)/)/)/)/中西 育子中西 育子中西 育子中西 育子((((フリーフリーフリーフリー)))) 4444 ４４４４位位位位　　　　井上 恵子井上 恵子井上 恵子井上 恵子((((コッココッココッココッコ)/)/)/)/中西 育子中西 育子中西 育子中西 育子((((フリーフリーフリーフリー))))



R1R1R1R1年年年年 亀亀亀亀岡岡岡岡春春春春季季季季女女女女性性性性交交交交流流流流テテテテニニニニスススス大大大大
会会会会 2019201920192019．．．．５５５５．．．．10101010

本選本選本選本選　　　　各各各各ブロック ブロック ブロック ブロック 2222位位位位　　　　トーナメントトーナメントトーナメントトーナメント

　SF 　　　F

 祇園 祇園 祇園 祇園　　　　依子依子依子依子((((丹波丹波丹波丹波））））////田淵田淵田淵田淵　　　　真弓真弓真弓真弓((((フリーフリーフリーフリー)))) 2222

1111

 坂口 坂口 坂口 坂口　　　　則枝則枝則枝則枝////山下山下山下山下　　　　みちこみちこみちこみちこ((((フリーフリーフリーフリー）））） 6666 優  勝優  勝優  勝優  勝　　　　坂口坂口坂口坂口　　　　則枝則枝則枝則枝////山下山下山下山下　　　　みちこみちこみちこみちこ((((フリーフリーフリーフリー））））

途中棄権

 宗里 宗里 宗里 宗里　　　　菊野菊野菊野菊野////森森森森　　　　恵子恵子恵子恵子((((丹波丹波丹波丹波）））） 6666 準優勝準優勝準優勝準優勝　　　　宗里宗里宗里宗里　　　　菊野菊野菊野菊野////森森森森　　　　恵子恵子恵子恵子((((丹波丹波丹波丹波））））

0000

 井上 井上 井上 井上　　　　キミヨキミヨキミヨキミヨ////中井中井中井中井　　　　千代美千代美千代美千代美((((丹波丹波丹波丹波）））） 3333

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三位決定戦三位決定戦三位決定戦三位決定戦

 祇園 祇園 祇園 祇園　　　　依子依子依子依子((((丹波丹波丹波丹波））））////田淵田淵田淵田淵　　　　真弓真弓真弓真弓((((フリーフリーフリーフリー)))) 6666 ３３３３位位位位　　　　祇園祇園祇園祇園　　　　依子依子依子依子((((丹波丹波丹波丹波））））////田淵田淵田淵田淵　　　　真弓真弓真弓真弓((((フリーフリーフリーフリー))))

 井上 井上 井上 井上　　　　キミヨキミヨキミヨキミヨ////中井中井中井中井　　　　千代美千代美千代美千代美((((丹波丹波丹波丹波）））） 3333 ４４４４位位位位　　　　井上井上井上井上　　　　キミヨキミヨキミヨキミヨ////中井中井中井中井　　　　千代美千代美千代美千代美((((丹波丹波丹波丹波））））



R1R1R1R1年年年年 亀亀亀亀岡岡岡岡春春春春季季季季女女女女性性性性交交交交流流流流テテテテニニニニスススス大大大大
会会会会 2019201920192019．．．．５５５５．．．．10101010

本選本選本選本選　　　　各各各各ブロック ブロック ブロック ブロック 3333位位位位　　　　トーナメントトーナメントトーナメントトーナメント

抽選 　SF 　　　F

 西田 西田 西田 西田　　　　和美和美和美和美////林林林林　　　　優子優子優子優子((((長岡長岡長岡長岡GGGG)))) 6666

4444

 安本 貴美子 安本 貴美子 安本 貴美子 安本 貴美子((((KLKLKLKL)/)/)/)/岸野 岸野 岸野 岸野 みゆきみゆきみゆきみゆき((((セレッソセレッソセレッソセレッソ)))) 5555 優  勝優  勝優  勝優  勝　　　　小森 小森 小森 小森 みちみちみちみち代代代代////城戸 隆子 城戸 隆子 城戸 隆子 城戸 隆子 ((((butterfly effectbutterfly effectbutterfly effectbutterfly effect))))

 小森  小森  小森  小森 みちみちみちみち代代代代////城戸 隆子 城戸 隆子 城戸 隆子 城戸 隆子 ((((butterfly effectbutterfly effectbutterfly effectbutterfly effect)))) 6666 準優勝準優勝準優勝準優勝　　　　西田西田西田西田　　　　和美和美和美和美////林林林林　　　　優子優子優子優子((((長岡長岡長岡長岡GGGG))))

6666

 西村 景子 西村 景子 西村 景子 西村 景子////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)))) 0000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三位決定戦三位決定戦三位決定戦三位決定戦

 安本 貴美子 安本 貴美子 安本 貴美子 安本 貴美子((((KLKLKLKL)/)/)/)/岸野 岸野 岸野 岸野 みゆきみゆきみゆきみゆき((((セレッソセレッソセレッソセレッソ)))) 6666 ３３３３位位位位　　　　安本 貴美子安本 貴美子安本 貴美子安本 貴美子((((KLKLKLKL)/)/)/)/岸野 岸野 岸野 岸野 みゆきみゆきみゆきみゆき((((セレッソセレッソセレッソセレッソ))))

 西村 景子 西村 景子 西村 景子 西村 景子////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)))) 2222 ４４４４位位位位　　　　西村 景子西村 景子西村 景子西村 景子////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))))



RRRR1111年年年年 亀岡春季女性交流亀岡春季女性交流亀岡春季女性交流亀岡春季女性交流テニステニステニステニス大会大会大会大会 予選予選予選予選リーグリーグリーグリーグ 2019.5.10

コート ブロック 1r 2r 3r
　　　　　　　　勝敗勝敗勝敗勝敗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取得取得取得取得ゲームゲームゲームゲーム 　　　　順位順位順位順位

4444 AAAA
 小森  小森  小森  小森 みちみちみちみち代代代代////城戸 隆子 城戸 隆子 城戸 隆子 城戸 隆子 ((((butterfly effectbutterfly effectbutterfly effectbutterfly effect)))) 2 3 　　　　　　　　００００勝勝勝勝　  　  　  　  ２２２２敗敗敗敗 　　　　　　　　３３３３位位位位

　　①

 坂口 坂口 坂口 坂口　　　　則枝則枝則枝則枝////山下山下山下山下　　　　みちこみちこみちこみちこ((((フリーフリーフリーフリー））））
6 5 　　　　　　　　１１１１勝  　勝  　勝  　勝  　１１１１敗敗敗敗 　　　　　　　　２２２２位位位位

　　② 　　③

 渡邊 渡邊 渡邊 渡邊　　　　照美照美照美照美////野村野村野村野村　　　　沢美沢美沢美沢美（（（（グリーングリーングリーングリーン長岡長岡長岡長岡））））
6 6

　　　　　　　　２２２２勝  　勝  　勝  　勝  　００００敗敗敗敗 　　　　　　　　１１１１位位位位

　　　　　　　　　　　　勝敗勝敗勝敗勝敗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取得取得取得取得ゲームゲームゲームゲーム 　　　　順位順位順位順位

7777 BBBB
 高林 千賀子 高林 千賀子 高林 千賀子 高林 千賀子////中西 尚美中西 尚美中西 尚美中西 尚美((((butterfly effectbutterfly effectbutterfly effectbutterfly effect)))) 6 6 　　　　　　　　２２２２勝  　敗勝  　敗勝  　敗勝  　敗 　　　　　　　　１１１１位位位位

　　①

 宗里 宗里 宗里 宗里　　　　菊野菊野菊野菊野////森森森森　　　　恵子恵子恵子恵子((((丹波丹波丹波丹波）））） 1 6 　　　　　　　　１１１１勝  　勝  　勝  　勝  　１１１１敗敗敗敗 　　　　　　　　２２２２位位位位

　　② 　　③

 西田 西田 西田 西田　　　　和美和美和美和美////林林林林　　　　優子優子優子優子((((長岡長岡長岡長岡GGGG))))
4 2

　　　　　　　　００００勝  　勝  　勝  　勝  　２２２２敗敗敗敗 　　　　　　　　３３３３位位位位

　　　　　　　　　　　　勝敗勝敗勝敗勝敗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取得取得取得取得ゲームゲームゲームゲーム 　　　　順位順位順位順位

8888 CCCC
 西村 景子 西村 景子 西村 景子 西村 景子////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)))) 0 0 　　　　　　　　００００勝  　勝  　勝  　勝  　２２２２敗敗敗敗 　　　　　　　　３３３３位位位位

　　①

 井上 井上 井上 井上　　　　キミヨキミヨキミヨキミヨ////中井中井中井中井　　　　千代美千代美千代美千代美((((丹波丹波丹波丹波）））） 6 4 　　③ 　　　　　　　　１１１１勝  　勝  　勝  　勝  　１１１１敗敗敗敗 　　　　　　　　２２２２位位位位

　　②

 瑜伽 瑜伽 瑜伽 瑜伽　　　　明美明美明美明美（ＫＬ）（ＫＬ）（ＫＬ）（ＫＬ）////鎌田鎌田鎌田鎌田　　　　しずえしずえしずえしずえ((((フリーフリーフリーフリー）））） 6 6 　　　　　　　　２２２２勝  　勝  　勝  　勝  　００００敗敗敗敗 　　　　　　　　１１１１位位位位

　　　　　　　　　　　　勝敗勝敗勝敗勝敗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取得取得取得取得ゲームゲームゲームゲーム 　　　　順位順位順位順位

9999 DDDD
 安本 貴美子 安本 貴美子 安本 貴美子 安本 貴美子((((KLKLKLKL)/)/)/)/岸野 岸野 岸野 岸野 みゆきみゆきみゆきみゆき((((セレッソセレッソセレッソセレッソ)))) 3 3 　　　　　　　　００００勝  　勝  　勝  　勝  　２２２２敗敗敗敗 　　　　　　　　３３３３位位位位

　　①

 井上 恵子 井上 恵子 井上 恵子 井上 恵子((((コッココッココッココッコ)/)/)/)/中西 育子中西 育子中西 育子中西 育子((((フリーフリーフリーフリー))))
6 6 　　③

　　　　　　　　２２２２勝  　勝  　勝  　勝  　００００敗敗敗敗 　　　　　　　　１１１１位位位位

　　②

 祇園 祇園 祇園 祇園　　　　依子依子依子依子((((丹波丹波丹波丹波））））////田淵田淵田淵田淵　　　　真弓真弓真弓真弓((((フリーフリーフリーフリー)))) 1 6 　　　　　　　　１１１１勝  　勝  　勝  　勝  　１１１１敗敗敗敗 　　　　　　　　２２２２位位位位


