
85 86

97 80

83 82

98 82
(4)

86 97

84 40

RET

82 85

----- ３位決定戦 -----

63

千葉 まゆみ 小林 里咲

須藤 珠美 高田 多紀

栗原 裕子 )( あさき    85 83 伊勢 美代子 )(  ﾃﾆｽﾅｯﾂ   

高木 浩子 )( 遊乗会   栗原 光子 )(  名細      

足立 京子 )(  Ｐｏｃｏ    82 三浦 文子

堀越 文子 )( ﾌｫﾚｽﾄ   86 83 池田 加代子

小野 好子 )(  ﾃﾆｽﾅｯﾂ  85 大久保 幸 )(  Ｐｏｃｏ     

谷島 今日子 )(  あさき   岡本 やす子 )(  名細      

園部 希 80 83 山口 祐子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   

細田 嶺奈 青木 佐智子 )( 遊乗会    

横田 恵美子 82 81 林  涼子 )(  ﾗﾌﾞｵｰﾙ 

関根 真由美 真中 孔美 )(  名細      

新井 亜由子 86 86 野崎 享子
井上 舞子 大美賀 由季子

川越 直美 )( 石井ＴＡ 98 田部井 清子

篠田 綾子 )( ＰＴＣ     (4) 83 86 冨田 真由美

高野 春美 97 森田 杏子
足立 千明 坂場 文

和久井 道代 82 82 上野 明子 )( あさき     

溝渕 佳子 池上 瑞枝 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   

----- ３位決定戦 -----

千葉 まゆみ

須藤 珠美

林  涼子 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ 76

真中 孔美 )(  名細     (5)

13

14

)( ＴＩＵ       

11

)( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  

)(  遊乗会   

)(  遊乗会   

)(  ＴＩＵ      

川越 直美1

内田 貴子

5

7

青木 明子

)( 石井ＴＡ )(  あさき    

)( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  

13)( ﾃﾆｽﾅｯﾂ 

河田 育実

2 高田 多紀

)(  ＴＩＵ     

3 鈴木 淑江 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ 

園部 希

大野 奈香子 小林 里咲

柳原 貴和子

)(  東洋組   

12 )(  あさき    

千葉 まゆみ

L)(  ＴＩＵ     

)(  ＰＴＣ    

女子シングルス本戦

16

15

14

10

秋葉 洋浮子9

)(  ＰＴＣ    

須藤 珠美

足立 理帆

)(  ＴＩＵ     

4

6

細田 嶺奈 高崎 恵美子8

14 小林 里咲

11

122

15

16)(  ﾃﾆｽﾅｯﾂ  

)( ＴＩＵ      

)( 庭球塾   17

188

9 )( ＴＩＵ       )( あさき    19

)( あさき     

10 20

6

7

)( あさき    

女子ダブルス本戦

1 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ 

)(  ＴＩＵ     

3

4

5

w.o

w.o

1 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ 

16

)( あさき     

)(  ｽﾏｯｼｭ   

4 園部 希 )(  ＴＩＵ     
【シード順位】
1 川越直美 3 青木明子
2 唐沢俊江 4 足立理帆

※抽選は、3～4

【シード順位】

1 千葉・須藤 2 上野･池上

3 横田･関根 4 山口･青木

※抽選は､3～4

2014年度 川越市春季テニストーナメント 2014-06-01

川越市テニス協会




