
第３９回　中野市長杯争奪テニス大会（Ｄ） 女 子　【決勝トーナメント】

50男子ダブルス 　リーグ表
11

田澤 繭子 (中野テニス協会)

星野 てるみ (中野テニス協会)

（５番コート）
岡澤 昌廣 島田 良文 原沢 健一 関口 信一

勝敗 順位
久保 吉人 倉品 納男 星野 周一郎 青沼 正治 5

1
岡澤 昌廣 (木曜庭球団)

６－０ ６－０ ６－１ ３－０ 優勝 優勝 5
高野 みゆき (中野市) 63

久保 吉人 (木曜庭球団) 滝沢 正枝 (中野ＴＡ)

2
島田 良文 (ラブオールＴＣ)

０－６ １－６ ０－６ ０－３ ４
5

倉品 納男 (ラブオールＴＣ) 63

3
原沢 健一 (フェニックス)

０－６ ６－１ １－６ １－２ ３ 4
岡澤 純子 (木曜庭球団)

星野 周一郎 (中野テニス協会) 黒岩 美和 (県庁高嶺C)

4
関口 信一 (須坂ローンＴＣ)

１－６ ６－０ ６－１ ２－１ ２
5

優勝
青沼 正治 (西和田ＴＣ) 76(4)

8
伊藤 良子 (須坂ローンTC)

望月 あや子 (須坂ローンTC)

女子ダブルス 　予選リーグ表 1

61

Aブロック（６番コート）　
宮川 貴子 小林 亨子 戸井田 千恵子 岡澤 純子

勝敗 順位 2位 1
宮川 貴子 (Ｆｒｅｅｄｏｍ TC)

新藤 直子 西澤 きょうこ 花岡 純恵 黒岩 美和 新藤 直子 (MAX) 1

1
宮川 貴子 (Ｆｒｅｅｄｏｍ TC)

６－２ ６－０ ５－７ ２－１ 2
63

新藤 直子 (MAX)

2
小林 亨子 (せんとぽーりあ)

２－６ ６－０ ４－６ １－２ ３ 7
中澤 水優 (長野市テニス協会)

西澤 きょうこ (せんとぽーりあ) 徳竹 倫江 (長野市テニス協会)

3
戸井田 千恵子 ( ALL one's TC)

０－６ ０－６ ６(7)－７ ０－３ ４
花岡 純恵 (タヤマスポーツTC)

4
岡澤 純子 (木曜庭球団)

７－５ ６－４ ７－６(7) ３－０ １
3位決定戦

黒岩 美和 (県庁高嶺C)

3位 11
田澤 繭子 (中野テニス協会)

Ｂブロック（７番コート）　
高野 みゆき 檀原 理恵 中澤 水優

勝敗 順位
星野 てる美 (中野テニス協会)

滝沢 正枝 徳永 真弓 徳竹 倫江 11
3位

5
高野 みゆき (中野市)

６－１ ２－６ １－１ ２
75

滝沢 正枝 (中野ＴＡ)
7

中澤 水優 (長野市テニス協会)

6
檀原 理恵 (ハーガードTC)

１－６ ３－６ ０－３ ３
徳竹 倫江 (長野市テニス協会)

徳永 真弓 (ハーガードTC)

7
中澤 水優 (長野市テニス協会)

６－２ ６－３ ２－０ １
徳竹 倫江 (長野市テニス協会) 女 子　【コンソレーション】

Ｃブロック（８番コート）
伊藤 良子 宮島 美保 小布施 昌美 田澤 繭子

勝敗 順位 2
小林 亨子 (せんとぽーりあ)

望月 あや子 笠原 麻紀子 丸山 明子 星野 てる美 西澤 きょうこ (せんとぽーりあ)

8
伊藤 良子 (須坂ローンTC)

７－６(2) ６－２ ２－６ ２－１ ２
2

望月 あや子 (須坂ローンTC) 64

9
宮島 美保 (ハーガード)

６(2)－７ ６－２ ２－６ １－２ ３ 10
小布施 昌美 (ウォルナッツ)

笠原 麻紀子 (Freedom) 丸山 明子 (ＭＡＸ)

10
小布施 昌美 (ウォルナッツ)

２－６ ２－６ １－６ ０－３ ４
丸山 明子 (ＭＡＸ) 9

優勝
11

田澤 繭子 (中野テニス協会)
６－２ ６－２ ６－１ ３－０ １ 6

檀原 理恵 (ハーガードTC)
63星野 てる美 (中野テニス協会) 徳永 真弓 (ハーガードTC)

3

75

3
戸井田 千恵子 ( ALL one's TC)

花岡 純恵 (タヤマスポーツTC) 9

60

優勝
9 宮島 美保 (ハーガード)

笠原 麻紀子 (Freedom)


