
２００６年結城オープンダブルス大会結果 ６月４日実施

女子

本戦トーナメント

1. 原　美弥子 （JAC) 21. 郡司　恵子 （CSJ)
手束　睦子 （JAC) 8-0 8-0 猪瀬　ゆみ子 （CSJ)

2. 野口　美帆 （アラスカ） 22. 高橋　久美子 （チャージTC）
山口　智子 （アラスカ） 江口　実果 （チャージTC）

3.
星野　朋子 （シュガーバンビ） 8-4 8-1 8-1 8-1

23.
館野　久子 （リリーズ）

桜井　早苗 （シュガーバンビ） 清末　久美子 （結城ＴＣ）

4. 星　晴香 （ｆｕｎ） 24. 早川　祥子 （Happyｽﾏｯｼｭ）
粕谷　由美子 （ｆｕｎ） 塚田　真弓 （Happyｽﾏｯｼｭ）

5. 川畑　恭子 （フリー） 8-2 8-2 25. 小高　直子 （ラベンダー）
重松　千恵子 （足利グリーン） 8-1 8-2 宮下　幸子 （足利SST)

6. 高野　幸子 （結城TC) 26. 大島　文子 （小山ﾏｽﾀｰｽﾞ）
駿河　秀子 （結城TC) 9-8（2） W.O 小島　あつ子 （ポラリス）

7.
若林　恵子 （KTC)

27.
菊地　美智子 （チョコミント）

神戸　美紀 （KTC) 北林　里江 （チョコミント）

8. 泉　弘美 （スプラッシュ） 28. 小島　和代 （富士通）
高倉　幸恵 （スプラッシュ） 9-8（3） 8-2 8-1 8-0 星野　芳子 （富士通）

9. 佐川　結花子 （常磐大学） 29. 中里　伸子 （明野TC)
細井　裕美 （常磐大学） 広瀬 浩美 （明野TC)

10. 工藤　千寿 （富士通） 8-3 W.O 30. 原田　由美 （NJTC）
後藤　久恵 （ＫＴＣ） 8-0 8-2 浅井　陽子 （NJTC）

11. 宮川　宣子 （つばめがえし） 31. 飯島　正子 （結城ＴＣ）
早川　美枝子 （結城ＴＣ） W.O 8-3 高橋　仁美 （小松ﾚﾃﾞｨｰｽ）

12. 清水　直子 （アラスカ） 8-2 32. 田口　美由紀 （シュガーバンビ）
深野　雅世 （アラスカ） 黒田　順子 （シュガーバンビ）

13.
志方　陽子 （Ｔｅａｍ　Edge) 9-7 8-3 9-8（3） W.O

33.
阿部　真由子 (NJTC)

寺田　麻理 （Ｔｅａｍ　Edge) 岩沢　ゆかり (NJTC)

14. 田崎　幸子 （チャージTC） 34. 佐々木三智 （JAC)
入江　あすか （チャージTC） 圷　麗子 （JAC)

15. 赤松　恵美子 （関城SSC) 8-3 8-6 35. 瀬野　玉江 （結城ＴＣ）
大木　佳子 （関城SSC) 黒川　玲子 （ローズTG)

16. 木村　奈津子 （結城TC） 8-4 8-5
36. 高松　良子 （結城ＴＣ）

木村　則子 （結城TC） 8-3 8-4 木村　恭子 （結城ＴＣ）

17.
池島　雅美 （フリー）

37.
指山　慶子 （サンスポーツ）

木村　敦子 (フリー） 芝橋　由佳 （サンスポーツ）

18. 大熊　美子 （結城ＴＣ） 38. 青山　敦子 （チーム２００１）
唯岡　孝子 （チーム２００１） 8-3 9-7 8-0 8-3 保科　洋子 （サンライズ）

19. 古矢　実子 （守谷TC) 39. 谷島　洋子 （スピリッツ）
徳永　美穂 （JAC) 下本　知子 （スピリッツ）

20.
滝川　君代 （宇都宮ＴＡ） 8-6 8-3

40.
斉藤　寿枝 （筑波ロイヤルSC）

新井　紀子 （つばめがえし） 八筬　ミツ子 （ローズTG)

敗者戦トーナメント
大熊　美子 （結城ＴＣ） 星　晴香 （ｆｕｎ）
唯岡　孝子 （チーム２００１） 6-3 6-1 粕谷　由美子 （ｆｕｎ）
野口　美帆 （アラスカ） 池島　雅美 （フリー）
山口　智子 （アラスカ） 7-5 6-1 木村　敦子 (フリー）
清水　直子 （アラスカ） ＢＹＥ
深野　雅世 （アラスカ）
泉　弘美 （スプラッシュ） 7-5 早川　祥子 （Happyｽﾏｯｼｭ）
高倉　幸恵 （スプラッシュ） 7-6（4） 6-1 塚田　真弓 （Happyｽﾏｯｼｭ）
谷島　洋子 （スピリッツ） 瀬野　玉江 （結城ＴＣ）
下本　知子 （シュガーバンビ） 7-6（2） 6-2 黒川　玲子 （ローズTG)
高橋　久美子 （チャージTC） 6-0 田崎　幸子 （チャージTC）
江口　実果 （チャージTC） 入江　あすか （チャージTC）
中里　伸子 （明野TC) 6-2 6-2 指山　慶子 （サンスポーツ）
広瀬 浩美 （明野TC) 芝橋　由佳 （サンスポーツ）
若林　恵子 （KTC) 6-3 6-1 田口　美由紀 （シュガーバンビ）
神戸　美紀 （KTC) 黒田　順子 （シュガーバンビ）
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