
 2017年 女子月例トーナメント　大会結果

　　【　優勝 ： 尾崎　・　山中　】 【　準優勝 ： 片木 ・ 大土井　】

■  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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小林 ・ 竹内
D－３位 青木 ・橋居

Ａ－４位 並木 ・田光

Ｂ－３位 大久保 ・牧

Ｃ－４位 後藤 ・黒田

Ａ－３位 緒方 ・石原

Ｂ－４位 園田 ・稲澤

D－４位 小林 ・竹内

Ｃ－３位 日下部 ・長谷川

Ｃ－２位 土井田 ・山戸

Ａ－２位 岡部 ・宮野

Ｂ－１位 片木 ・大土井

D－２位 杉村 ・真鍋
【　優勝　】

Ｃ－１位 尾崎 ・山中
尾崎 ・ 山中

D－１位 倉澤 ・松本

ダブルス ・ ビギナークラス （1月）

平成29年1月16日 開催

Ａ－１位 鈴木 ・岡田

Ｂ－２位 古城 ・辻
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■ 予選リーグ （ノーアド６ゲーム先取）

緒方 鈴木 岡部 並木
石原 岡田 宮野 田光

緒方 ３－６ ２－６ ６－１
石原 ○
鈴木 ６－３ ６－４ ６－５
岡田 ○ ○ ○
岡部 ６－２ ４－６ ６－３
宮野 ○ ○
並木 １－６ ５－６ ３－６
田光

古城 大久保 片木 園田
辻 牧 大土井 稲澤

古城 ６－４ １－６ ６－４
辻 ○ ○

大久保 ４－６ ４－６ ６－２
牧 ○

片木 ６－１ ６－４ ６－２
大土井 ○ ○ ○
園田 ４－６ ２－６ ２－６
稲澤

後藤 日下部 土井田 尾崎
黒田 長谷川 山戸 山中

後藤 ６－４ ２－６ ４－６ １－２
黒田 ○ （－４）

日下部 ４－６ ６－５ ４－６ １－２
長谷川 ○ （－３）

土井田 ６－２ ５－６ ２－６ １－２
山戸 ○ （－１）

尾崎 ６－４ ６－４ ６－２
山中 ○ ○ ○

杉村 小林 青木 倉澤
真鍋 竹内 橋居 松本

杉村 ５－６ ６－２ ２－６ １－２
真鍋 ○ （－１）

小林 ６－５ ４－６ ０－６ １－２
竹内 ○ （－７）

青木 ２－６ ６－４ ２－６ １－２
橋居 ○ （－６）

倉澤 ６－２ ６－０ ６－２
松本 ○ ○ ○

■ エントリーリスト
鈴木（高井戸ダイアモンド） 倉澤（パレット） 園田（コートピア）
岡田（武蔵野テニスシティ） 松本（NAS光が丘） 稲澤（コートピア）

古城（みんなのテニス） 土井田（ノア） 小林（KTS）
辻（フリー） 山戸（NAS光が丘） 竹内（KTS）

杉村（ZERO） 岡部（ミルキー） 日下部（シンポウ）
真鍋（ZERO） 宮野（ミルキー） 長谷川（シンポウ）

尾崎（フューチャーズ） 緒方（コートピア） 青木（シンポウTR）
山中（緑ヶ丘TG） 石原（南部TC） 橋居（シンポウTR）

片木（フリー） 田光(シンポウ） 大久保（フリー） 後藤（コートピア）
大土井（フリー） 並木（シンポウ） 牧（高松ローン） 黒田（フリー）
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