
ヨネックスレディース　チャレンジカップ2010女子ダブルス
Tｏｕｒｎａｍｅｎｔ Ｇｒａｄｅ 0 Aクラス
大会日程 会場 Tourn. ID シード

山梨 EST 4
Ranking登録番号seed 氏 名 所属 1R 2R 3R QF SF

原田 正美 エスト　T,C
宮崎 佐智子 エスト　T,C a 原田 宮崎

BYE a 原田 宮崎
大西 恵美子 エスト　T,C
山岡 博美 エスト　T,C a 大西 山岡
横森 正枝 小瀬レディース
塚原 久代 SAEKO a 原田 宮崎
清水 温佳 エスト　T,C
佐藤 真由美 エスト　T,C a 清水 佐藤

BYE a 清水 佐藤

BYE z 伊藤 徳毛
伊藤 澄子 エスト　T,C
徳毛 由紀 ＩＳＨＩＩ　T,A a 原田 宮崎
白倉 友美 ＩＳＨＩＩ　T,A
中村 洋枝 ＩＳＨＩＩ　T,A a 白倉 中村

BYE a 白倉 中村
中川 京子 GHIBLI
飯田 映子 エスト　T,C a 中川 飯田
望月 美紀子 エスト　T,C
一瀬 眞理子 エスト　T,C z 古屋 谷口
古屋 由美 ＩＳＨＩＩ　T,A
谷口 久美子 ＩＳＨＩＩ　T,A a 古屋 谷口

BYE a 古屋 谷口

BYE z 石井 山崎
石井 三枝 上野原グリーン
山崎 きよみ 上野原グリーン a 原田 宮崎
田村 真由美 ＩＳＨＩＩ　T,A
深澤 由紀 ＩＳＨＩＩ　T,A a 田村 深澤

BYE a 田村 深澤

BYE z 富田 足立
富田 春美 上野原グリーン
足立 利恵 エスト　T,C z 渡辺 重田
望月 富子 エスト　T,C
大間 幹子 エスト　T,C z 東條 小島
東條 照美 エスト　T,C
小島 由香 エスト　T,C z 渡辺 重田

BYE z 渡辺 重田
渡辺 弘美 エスト　T,C
重田 美佐子 エスト　T,C a 野沢 宮川
八丈字 陽子 ミナミ
長岡 いづみ 上野原グリーン a 八丈字 長岡

BYE 八丈字 長岡

BYE z 谷 横森
谷 栄子 エスト　T,C
横森 由美子 エスト　T,C a 野沢 宮川
中西 智香 エスト　T,C
橘田 直子 エスト　T,C z 細井 小沢
細井 友理子 エスト　T,C
小沢 ゆかり エスト　T,C a 野沢 宮川

BYE z 野沢 宮川
野沢 恵美 ＩＳＨＩＩ　T,A
宮川 真身 SAEKO

1-1　RET

9-8(6)

8-3

2010/10/12 エストテニスクラブ

1 1

2 200

3 5

4 6

5 7

6 200

7 200

8 8

9 4

10 200

11 9

12 10

13 11

14 200

15 200

16 12

17 13

18 200

19 200

20 14

21 15

22 16

23 200

24 3

25 17

26 200

27 200

28 18

29 19

30 20

20031

32 2

8-6

8-3

９‐８(3)

8-5

8-4

8-2

8-2

8-4

8-1

8-5

8-1

8-4

8-3

8-4

8-0

優勝

8-3

集　　　合　８：30
コートはインドア・アウトドア
両方使用します。
ゲーム方法
本戦；ノーアド8ゲームマッチ
コンソレ；ノーアド6ゲーム先取


