
 2017年 女子月例トーナメント　大会結果

　　【　優勝 ： 横塚　・　佐藤　】 【　準優勝 ： 甲斐田 ・ 高橋　】

■  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

平成29年5月22日 開催

Ａ－１位 髙田 ・下村

Ｂ－２位 櫻田 ・伊藤

D－２位 中川 ・新藤
【　優勝　】

Ｃ－１位 横塚 ・佐藤
横塚 ・ 佐藤

D－１位 北原 ・佐藤

Ｃ－２位 永石 ・寶野

Ａ－２位 本郷 ・市村

Ｂ－１位 甲斐田 ・高橋

Ａ－３位 江川 ・田本

Ｂ－４位 中舘 ・広川

D－４位 宇賀神 ・内村

中舘 ・ 広川
D－３位 山本 ・佐藤

Ａ－４位 蛇岩 ・増田

Ｃ－４位 林 ・熊木

Ｃ－３位 佐久間 ・広沢

Ｂ－３位 仲田 ・山崎
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■ 予選リーグ （ノーアド６ゲーム先取）

江川 蛇岩 髙田 本郷
田本 増田 下村 市村

江川 ６－３ ４－６ ４－６ １－２
田本 ○ （－１）

蛇岩 ３－６ ４－６ ６－５ １－２
増田 ○ （－４）

髙田 ６－４ ６－４ ５－６ ２－１
下村 ○ ○ （＋３）

本郷 ６－４ ５－６ ６－５ ２－１
市村 ○ ○ （＋２）

甲斐田 仲田 櫻田 中舘
髙橋 山崎 伊藤 広川

甲斐田 ６－２ ６－５ ６－３
髙橋 ○ ○ ○
仲田 ２－６ ４－６ ６－４
山崎 ○
櫻田 ５－６ ６－４ ６－３
伊藤 ○ ○
中舘 ３－６ ４－６ ３－６
広川

永石 横塚 佐久間 林
寶野 佐藤 広沢 熊木

永石 ５－６ ６－４ ６－２
寶野 ○ ○
横塚 ６－５ ６－５ ６－１
佐藤 ○ ○ ○

佐久間 ４－６ ５－６ ６－４
広沢 ○
林 ２－６ １－６ ４－６

熊木

山本 宇賀神 中川 北原
佐藤 内村 新藤 佐藤

山本 ６－２ ４－６ ２－６
佐藤 ○

宇賀神 ２－６ １－６ １－６
内村
中川 ６－４ ６－１ １－６
新藤 ○ ○
北原 ６－２ ６－１ ６－１
佐藤 ○ ○ ○

■ エントリーリスト
江川（コートピア） 甲斐田（IMTA） 永石（高松TS）
田本（コートピア） 高橋（IMTA） 寶野（NAS）

蛇岩（コートピア） 仲田（コートピア） 横塚（田柄TC）
増田（コートピア） 山崎（東台） 佐藤（ダイアナ）

髙田（タウンテニス） 櫻田（ういずみー） 広沢（東台）
下村（タウンテニス） 伊藤（ういずみー） 佐久間（東台）

本郷（和光ゼロ） 中舘（フリー） 林（サントピア）
市村（和光ゼロ） 広川（NAS光が丘） 熊木（ノア）

佐藤（フリー） 中川（サントピア） 宇賀神（フリー） 北原（サントピア）
山本（ヤマミツ） 新藤（高松LTS） 内村（フリー） 佐藤（タウンテニス）
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Ｂブロック 勝敗 順位
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Ｃブロック 勝敗 順位
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Dブロック 勝敗 順位
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