
２００８年結城オープンダブルス大会結果
女子

本戦トーナメント Ｈ２０．６．１実施

1.
喜瀬 恵子 （ｴｰｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ）

17.
鹿志村 智晴 （サンスポーツ）

高橋 正枝 （NJTC) 8-4 町井 彩 （サンスポーツ）

2. bye 18.
高橋 仁美 （きぬテニスクラブ）

8-2 8-3 青山 敦子 （きぬテニスクラブ）

3.
原田 由美 （NJTC)

19.
早川 美枝子 （結城ＴＣ）

浅井 陽子 （NJTC) 宇野 和子 （取手ＴＣ）

4.
六谷 美智子 （結城ＴＣ） 8-4 8-4

20.
樋山 つぐみ （ＪＷＬＴＣ）

大槻　桃子 （リリーズ） 8-4 8-5 中嶋 百合子 （ＪＷＬＴＣ）

5.
廣瀬 浩美 （明野テニスクラブ）

21.
新福 ミチヨ （NJTC)

佐藤 恵美 （明野テニスクラブ） 8-3 8-4 志水　教子 （NJTC)

6.
堂前 真弓 （NJTC)

22.
峰　則子 （ＪＡＣ）

嶋崎 幸子 （NJTC) 内田 多賀子 （ＪＡＣ）

7.
落合 喜代子 （ＪＡＣ守谷） 8-2 8-3

23. bye
古矢 実子 （守谷ＴＣ）

8.
清水 美加子 （蓮田グリーンＴＣ） 8-0

24.
郡司 恵子 （CSJ)

古阪 訓子 （蓮田グリーンＴＣ）
8-2 8-6

猪瀬 ゆみ子 （CSJ)

9.
宮川 宣子 （北竜台ＴＣ）

25.
中田 智子 （サンスポーツ）

石川 雅代 （北竜台ＴＣ） 8-3 猪又 早苗 （サンスポーツ）

10. bye 8-3 26.
阿倍 真由子 （ＭＧＴＣ）

8-0 8-5 小松 崎純子 （つばめがえし）

11.
指山 慶子 （サンスポーツ）

27.
清水 順子 （Ｗｉｎｇ）

芝橋 由佳 （サンスポーツ） 斉藤 昌美 （ＪＷＬＴＣ）

12.
木村 則子 （サンデーズ） 9-7 8-0

28.
富永 宏美 （ＪＡＣ守谷）

木村 奈津美 （サンデーズ） 石丸 憲子 （ＪＡＣ守谷）

13.
高野 幸子 （結城ＴＣ） 8-1 9-7

29.
大熊 美子 （結城ＴＣ）

赤荻 泰子 （結城ＴＣ） 8-3 8-3 小篠 浩子 （小山グリーン）

14.
上野 永美子 （ＪＡＣ）

30.
佐々木 三智 （ＪＡＣ）

内岡 菜穂子 （ＪＡＣ） 圷　麗子 （ＪＡＣ）

15.
斉藤 晴香 （リターンズ） 9-8(6) 8-2

31. bye
粕谷 由美子 （リターンズ）

16.
工藤 千尋 （富士通） 8-5

32.
山嵜 朝子 （ＦＴＳ）

後藤 久恵 （ＫＴＣ） 福田 澄子 （ＦＴＳ）

敗者戦トーナメント

高野 幸子 （結城ＴＣ） 峰　則子 （ＪＡＣ）

赤荻 泰子 （結城ＴＣ） 6-3 7-5 内田 多賀子 （ＪＡＣ）

落合 喜代子 （ＪＡＣ守谷） 高橋 仁美 （きぬテニスクラブ）

古矢 実子 （守谷ＴＣ） 青山 敦子 （きぬテニスクラブ）

廣瀬 浩美 （明野テニスクラブ） 6-0 6-4 樋山 つぐみ （ＪＷＬＴＣ）

佐藤 恵美 （明野テニスクラブ）
6-0 6-2

中嶋 百合子 （ＪＷＬＴＣ）

指山 慶子 （サンスポーツ） 工藤 千尋 （富士通）

芝橋 由佳 （サンスポーツ） 6-4 6-0 後藤 久恵 （ＫＴＣ）

六谷 美智子 （結城ＴＣ） 6-4 富永 宏美 （ＪＡＣ守谷）

大槻　桃子 （リリーズ） 石丸 憲子 （ＪＡＣ守谷）

阿倍 真由子 （ＭＧＴＣ） 6-0 6-1 大熊 美子 （結城ＴＣ）

小松 崎純子 （つばめがえし） 小篠 浩子 （小山グリーン）
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