
ヨネックスレディース　チャレンジカップ2012 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 series 4
Ranking 登録番号 seed 氏 名 所属 1R 2R 3R QF SF

柴崎 洋子 エスト　T,C
中西 はつき エスト　T,C a 柴崎 中西

BYE a 柴崎 中西
須藤 由紀子 ＩＳＨＩＩ　T,A
小林 志寿子 青葉インドア a 須藤 小林
山岡 博美 エスト　T,C
衣川 裕子 エスト　T,C a 柴崎 中西
中川 京子 GHIBLI
飯田 映子 エスト　T,C a 中川 飯田

BYE z 谷口 長瀬

BYE z 谷口 長瀬
谷口 久美子 エスト　T,C
長瀬 あき ＩＳＨＩＩ　T,A a 柴崎 中西
渡辺 弘美 エスト　T,C 　　８－３
大西 恵美子 エスト　T,C a 渡辺 大西

BYE a 渡辺 大西

BYE z 田中 勝俣
田中 波香 富士吉田テニス連盟
勝俣 明子 富士吉田テニス連盟 z 白倉 野呂瀬
中村 和美 GHIBLI
望月 美紀子 エスト　T,C a 中村 望月

BYE z 白倉 野呂瀬

BYE z 白倉 野呂瀬
白倉 友美 ＩＳＨＩＩ　T,A
野呂瀬 昭子 ＩＳＨＩＩ　T,A 柴崎　中西中西
山田 美和 エスト　T,C 　　８－２
小島 由香 エスト　T,C a 山田 小島

BYE z 邑上 武田

BYE z 邑上 武田
邑上 和代 富士吉田テニス連盟
武田 裕子 富士吉田テニス連盟 z 谷 横森
上野 峡子 エスト　T,C
谷川 悦子 小瀬レディース a 上野 谷川

BYE z 谷 横森

BYE z 谷 横森
谷 栄子 エスト　T,C
横森 由美子 エスト　T,C z 齊藤 賀宮
佐藤 真由美 エスト　T,C
清水 温佳 エスト　T,C a 佐藤 清水

BYE a 佐藤 清水

BYE z 小中 細井
小中 恵美 エスト　T,C
細井 友理子 エスト　T,C z 齊藤 賀宮
大間 幹子 エスト　T,C
安部 早苗 エスト　T,C a 大間 安部
北村 さつき 小瀬レディース
竹島 美由紀 小瀬レディース z 齊藤 賀宮

３位決定戦
BYE z 齊藤 賀宮 白倉 野呂瀬
齊藤 恵利子 SAEKO 白倉　野呂瀬
賀宮 美子 ＩＳＨＩＩ　T,A 谷 横森 　　６－３
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集 合 8：30
試合開始 8：45


