
 2014年 女子月例トーナメント　大会結果

　　【　優勝 ： 福嶋　・　鎌田　】 【　準優勝 ： 佐藤 ・ 森本　】

■  決勝トーナメント

□　１・２位トーナメント（ノーアド６ゲーム先取 / 決勝：ノーアド１セットマッチ）
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□　３位・４位トーナメント（ノーアド６ゲーム先取）
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ダブルス ・ アドバンス（54）

平成27年1月19日 開催

Ａ－１位 北原 ・笹野

Ｂ－２位 永石 ・寶野

Ｃ－２位 蛇岩 ・増田

Ａ－２位 江南 ・髙田

Ｂ－１位 西崎 ・栗原

D－２位 並木 ・堀切
【　優勝　】

Ｃ－１位 佐藤 ・森本
福嶋 ・ 鎌田

D－１位 福嶋 ・鎌田

D－４位 小山 ・佐野

Ｃ－３位 大野 ・桑田
大野 ・ 桑田

D－３位 山本 ・佐藤

3位決定戦

永石 ・寶野

西崎 ・栗原

Ａ－３位 矢ヶ崎 ・白間

Ｂ－４位 大塚 ・新井

Ｃ－４位 米 ・市川

Ａ－４位 内村 ・宇賀神

Ｂ－３位 志方 ・岩本



 2014年 女子月例トーナメント　大会結果
■ 予選リーグ （ノーアド６ゲーム先取）

北原 内村 矢ヶ崎 江南
笹野 宇賀神 白間 髙田

北原 ６－３ ６－５ ６－１
笹野 ○ ○ ○
内村 ３－６ １－６ ３－６

宇賀神
矢ヶ崎 ５－６ ６－１ ５－６
白間 ○
江南 １－６ ６－３ ６－５
髙田 ○ ○

志方 大塚 西崎 永石
岩本 新井 栗原 寶野

志方 ６－５ ２－６ ３－６
岩本 ○
大塚 ５－６ ４－６ ２－６
新井
西崎 ６－２ ６－４ ６－１
栗原 ○ ○ ○
永石 ６－３ ６－２ １－６
寶野 ○ ○

米 大野 蛇岩 佐藤
市川 桑田 増田 森本

米 ４－６ ３－６ ０－６
市川
大野 ６－４ ３－６ ５－６
桑田 ○
蛇岩 ６－３ ６－３ ３－６
増田 ○ ○
佐藤 ６－０ ６－５ ６－３
森本 ○ ○ ○

福嶋 小山 並木 山本
鎌田 佐野 堀切 佐藤

福嶋 ６－１ ６－０ ６－１
鎌田 ○ ○ ○
小山 １－６ ２－６ ３－６
佐野
並木 ０－６ ６－２ ６－４
堀切 ○ ○
山本 １－６ ６－３ ４－６
佐藤 ○

■ エントリーリスト
北原（コートピア大泉） 志方（関町ローン） 米（ミルキー）
笹野（サントピア） 岩本（T's） 市川（ミルキー）

内村（フリー） 大塚（シンポウ） 大野（タウンテニス）
宇賀神（フリー） 新井（シンポウ） 桑田（タウンテニス）

矢ヶ崎（MTG) 西崎（タウンテニス） 蛇岩（コートピア大泉）
白間（MTG） 栗原（フリー） 増田（コートピア大泉）

江南（高松ローン） 永石（高松TS） 佐藤（タウンテニス）
髙田（タウンテニス） 寶野（NAS） 森本（タウンテニス）

山本（ヤマミツ） 小山（TAI） 並木（コートピア大泉） 福嶋（竹の子）
佐藤（ヤマミツ） 佐野（NAS） 堀切（コートピア大泉） 鎌田（みんなのテニス）
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