
 2014年 女子月例トーナメント　大会結果

　　【　優勝 ： 重南　・　栗原　】 【　準優勝 ： 高柳 ・ 清水　】

■  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（46）
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Ａ－１位 菊池 ・浦川

Ｂ－２位 高柳 ・清水

Ｃ－２位 重南 ・栗原

Ａ－２位 笠原 ・高松

Ｂ－１位 後藤 ・根本

D－２位 蛇岩 ・畔柳
【　優勝　】

Ｃ－１位 中村 ・大松
重南 ・ 栗原

D－１位 大塚 ・江南

D－４位 笹尾 ・浅井

Ｃ－３位 森脇 ・吉田
山本 ・ 佐藤

D－３位 村田 ・伊藤

3位決定戦

蛇岩 ・畔柳

後藤 ・根本

Ａ－３位 岡本 ・大島

Ｂ－４位 熊木 ・小平

Ｃ－４位 山本 ・佐藤

Ａ－４位 片岡 ・鈴木

Ｂ－３位 長井 ・畔蒜
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■ 予選リーグ （ノーアド６ゲーム先取）

菊池 笠原 岡本 片岡
浦川 高松 大島 鈴木

菊池 ６－４ ６－１ ６－４
浦川 ○ ○ ○
笠原 ４－６ ６－５ ６－２
高松 ○ ○
岡本 １－６ ５－６ ６－１
大島 ○
片岡 ４－６ ２－６ １－６
鈴木

後藤 高柳 熊木 長井
根本 清水 小平 畔蒜

後藤 ６－５ ６－３ ６－２
根本 ○ ○ ○
高柳 ５－６ ６－１ ６－４
清水 ○ ○
熊木 ３－６ １－６ ３－６
小平
長井 ２－６ ４－６ ６－３
畔蒜 ○

中村 重南 森脇 山本
大松 栗原 吉田 佐藤

中村 ６－２ ６－２ ６－４
大松 ○ ○ ○
重南 ２－６ ６－３ ６－１
栗原 ○ ○
森脇 ２－６ ３－６ ６－３
吉田 ○
山本 ４－６ １－６ ３－６
佐藤

蛇岩 大塚 村田 笹尾
畔柳 江南 伊藤 浅井

蛇岩 ５－６ ６－３ ３－６ １－２
畔柳 ○ （－１）

大塚 ６－５ ６－４ ６－３
江南 ○ ○ ○
村田 ３－６ ４－６ ６－３ １－２
伊藤 ○ （－２）

笹尾 ６－３ ３－６ ３－６ １－２
浅井 ○ （－３）

■ エントリーリスト
笹尾（チームるみるみ） 後藤（NAS光が丘） 大松（シンポウ）
浅井（チームるみるみ） 根本（NAS光が丘） 中村（シンポウ）

村田（フリー） 高柳（サンシャイン） 重南（タウンテニス）
伊藤（フリー） 清水（サントピア） 栗原（フリー）

江南（高松LTCS) 熊木（ノア） 森脇（フリー）
大塚（シンポウ） 小平（ミルキー） 吉田（フリー）

蛇岩（コートピア大泉） 長井（シンポウTR） 山本（ヤマミツ）
畔柳（フリー） 畔蒜（新豊TC） 佐藤（ヤマミツ）

笠原（高松ローン） 菊池（サントピア） 片岡（タウンテニス） 岡本（コートピア大泉）
高松（高松ローン） 浦川（フリー） 鈴木（タウンテニス） 大島（コートピア大泉）

Ａブロック 勝敗 順位

３－０ １位

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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