
ヨネックスレディース　チャレンジカップ2013 女子ダブルス
Tｏｕｒｎａｍｅｎｔ Ｇｒａｄｅ 0 B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

宮本 智富美 エスト　T,C
安東 香代子 エスト　T,C a 宮本 安東

BYE a 宮本 安東
木下 豊子 ハーブティー
浅賀 良江 ハーブティー a 木下 浅賀
大塩 めぐみ 小瀬レディース
依田 千春 ＩＳＨＩＩ　T,A z 木原 北野
木原 茂子 K3
北野 恵美子 ブラッシュアップ a 木原 北野

BYE a 木原 北野

BYE z 武田 小坂
武田 裕子 富士吉田テニス連盟
小坂 明子 富士吉田テニス連盟 z 深沢 伊藤
石山 清美 エスト　T,C 　　　8-6
向山 久美子 小瀬レディース z 有泉 飯田
有泉 春美 エスト　T,C
飯田 由美子 エスト　T,C z 功刀 松本

BYE z 功刀 松本
功刀 千恵子 エスト　T,C
松本 三佳 エスト　T,C z 深沢 伊藤
山田 京子 ハーブティー
藤本 わか ハーブティー a 山田 藤本

BYE z 深沢 伊藤

BYE z 深沢 伊藤
深沢 二三江 ＩＳＨＩＩ　T,A
伊藤 澄子 エスト　T,C z 中込 小鍛治
藤井 三代子 富士吉田テニス連盟 　　　8-4
成田 小菊 富士吉田テニス連盟a 藤井 成田

BYE z 佐野 小林

BYE z 佐野 小林
佐野 香利 エスト　T,C
小林 志寿子 青葉ｲﾝﾄﾞｱ a 佐野 小林
諸角 幸子 小瀬レディース
原 恵美子 小瀬レディース z 小泉 柘植
小泉 聖子 エスト　T,C
柘植 明美 エスト　T,C z 花輪 中山

BYE z 花輪 中山
花輪 亜子 小瀬レディース
中山 芳子 CLUB　ベルデ z 中込 小鍛治
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 a 上野 谷川

BYE z 鶴田 関
鶴田 昌子 小瀬レディース
関 冨恵 小瀬レディース z 中込 小鍛治
中込 ひろみ 小瀬レディース
小鍛治 みどり エスト　T,C a 中込 小鍛治
熊川 明美 フリー
平井 とし子 エスト　T,C a 中込 小鍛治

３位決定戦
BYE z 藤巻 井上 木原 北野
藤巻 美佐 エスト　T,C 佐野 小林
井上 篤美 ＩＳＨＩＩ　T,A 佐野 小林 　　　6-5
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集 合 8：30
試合開始 8：45


