
 2014年 女子月例トーナメント　大会結果

　　【　優勝 ： 小澤　・　小澤　】 【　準優勝 ： 大貫 ・ 内野　】

■  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 ・ ビギナークラス （7月）

平成26年7月28日 開催

Ａ－１位 菅田 ・齋藤

Ｂ－２位 佐藤 ・齋藤

D－２位 山戸 ・鈴木
【　優勝　】

Ｃ－１位 小澤 ・小澤
小澤 ・ 小澤

D－１位 岩田 ・大西

Ｂ－４位 増田 ・田中

Ｃ－２位 大貫 ・内野

Ａ－２位 佐藤 ・森本

Ｂ－１位 安部 ・土井田

3位決定戦

佐藤 ・齋藤

佐藤 ・森本

Ａ－３位 西尾 ・佐久間

D－４位 田光 ・並木

Ｃ－３位 櫻田 ・安達
櫻田 ・ 安達

D－３位 緒方 ・小原

Ｃ－４位 角井 ・萩原

Ａ－４位 最上 ・谷

Ｂ－３位 長谷川 ・日下部



 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）

菅田 最上 佐藤 西尾
齋藤 谷 森本 佐久間

菅田 ６－２ ６－３ ６－５
齋藤 ○ ○ ○
最上 ２－６ ６－３ ４－６ １－２
谷 ○ （－３）

佐藤 ３－６ ３－６ ６－２ １－２
森本 ○ （－２）

西尾 ５－６ ６－４ ２－６ １－２
佐久間 ○ （－３）

安部 増田 佐藤 長谷川
土井田 田中 齋藤 日下部

安部 ６－３ ４－６ ６－３ ２－１
土井田 ○ ○ （＋４）

増田 ３－６ ６－４ ４－６ １－２
田中 ○ （－３）

佐藤 ６－４ ４－６ ６－５ ２－１
齋藤 ○ ○ （＋１）

長谷川 ３－６ ６－４ ５－６ １－２
日下部 ○ （－２）

大貫 小澤 角井 櫻田
内野 小澤 萩原 安達

大貫 ４－６ ６－０ ６－１
内野 ○ ○
小澤 ６－４ ６－１ ６－４
小澤 ○ ○ ○
角井 ０－６ １－６ ２－６
萩原
櫻田 １－６ ４－６ ６－２
安達 ○

岩田 田光 山戸 緒方
大西 並木 鈴木 小原

岩田 ３－６ ６－３ ６－０ ２－１
大西 ○ ○ （＋６）

田光 ６－３ ３－６ ２－６ １－２
並木 ○ （－４）

山戸 ３－６ ６－３ ６－４ ２－１
鈴木 ○ ○ （＋２）

緒方 ０－６ ６－２ ４－６ １－２
小原 ○ （－４）

■ エントリーリスト
西尾（東台） 安部（フリー） 大貫（フリー）
佐久間（東台） 土井田（ノア） 内野（フリー）

菅田（みんなのテニス） 増田（シンポウ） 小澤（フリー）
齋藤（みんなのテニス） 田中（シンポウ） 小澤（フリー）

最上（フリー） 齋藤（シンポウ) 角井（シンポウ）
谷（タウンテニス） 佐藤（サントピア） 萩原（シンポウ）

佐藤（フリー） 長谷川（フリー） 安達（サントピア）
森本（武蔵野ドーム） 日下部（フリー） 櫻田（ういずみー）

田光（シンポウ) 緒方（シンポウ) 岩田（TAI） 鈴木（NAS光が丘）
並木（シンポウ） 小原（シンポウ） 大西（サントピア） 山戸（NAS光が丘）

Ａブロック 勝敗 順位
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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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