
平成平成平成平成 22228888年年年年度度度度    春季女子ダブルス大会春季女子ダブルス大会春季女子ダブルス大会春季女子ダブルス大会                                    主催：日野市テニス協会 担当：カワセミ：来住・金子・山本 神崎テニスカレッジ：中川 
5月１６日（月） リーグ戦 
5月２３日（月） 1・２位グループと３．４位と初級グループによるトーナメント戦 
 ※ 集合時刻１０分前には、ペアで出席を届けてください。 ※ リーグ戦は、３ペア４ペア共に６ゲーム先取ノーアド ※ 練習は、サービス４本。 ※ セルフジャッジで行います。 ※ 当日天候がはっきりしない場合は、現地旭が丘コートで確認してください。 ※ ５月１６日が雨天中止の場合は、５月２３日にトーナメント戦のみ行います。 ※ 予備日は５月３０日（月） 

リーグ戦ドローリーグ戦ドローリーグ戦ドローリーグ戦ドロー          ※集合時間    ９時（Ｃブロック、Ｄブロック、Ｅブロック、Ｆブロック）              １０時（Ａブロック、Ｂブロック、Ｇブロック）              ①  ②  ③  ④  Ａブロック 
 

濱村（カワセミ） 土生（カワセミ） 鈴木（ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ） 山口（フリー） 熊澤（神崎） 本多（神崎）  Ｂブロック 
 

志田（カワセミ） 中野（カワセミ） 石川（ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ） 豊福（ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ） 芝（神崎） 小林（神崎）  Ｃブロック 
 

河原（カワセミ） 石田（カワセミ） 松永（神崎） 中原（フリー） 藤田（フリー） 川崎（フリー）  Ｄブロック 
 

河野（カワセミ） 一守（カワセミ） 松本（ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ） 青木（フリー） 竹延（神崎） 岩崎（神崎）  Ｅブロック 
 

来住（カワセミ） 金子（カワセミ） 利光（神崎） 桜山（神崎） 宮崎（ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ） 高井（ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ）  

 Ｆブロック 
 

山本（カワセミ） 中川（カワセミ） 上鵜瀬（ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ） 木下（フリー） 澤田（ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ） 張（神崎） 千葉（フリー） 山崎（フリー） Ｇブロック （初級） 橋本（ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ） 樽木（ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ） 曾田（ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ） 植村（ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ） 野口（フリー） 谷川原（フリー）  

   試合順序  ３ペアブロック ①－② ②－③ ①－③         ４ペアブロック ①－② ③－④ ①－③ ②－④ ①－④ ②－③   順位決定  勝率が高い方が上位         ２ペアの勝率が同じ時 ⇒ 対戦結果の上位         ３ペアの勝率が同じ時 ⇒ 取得ゲーム率の上位  ※当日のデフォがあった場合、ブロックの変更あり。  ※やむおえない事情によるメンバーチェンジは前日まで可能（但し来住☎042-582-3543まで連絡をお願いします） 以 上 



平成２８年女子ダブルスリーグ表Ａブロック Ｅブロック濵村 （カワセミ）鈴木 （ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ） 熊澤 （神崎） 来住 （カワセミ）利光 （神崎） 宮崎 （ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ）土生 （カワセミ）山口 （フリー） 本多 （神崎） 金子 （カワセミ）桜山 （神崎） 高井 （ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ）濵村 （カワセミ） 来住 （カワセミ）土生 （カワセミ） 金子 （カワセミ）鈴木 （ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ） 利光 （神崎）山口 （フリー） 桜山 （神崎）熊澤 （神崎） 宮崎 （ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ）本多 （神崎） 高井 （ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ）Ｂブロック Ｆブロック志田 （カワセミ）石川 （ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ） 芝 （神崎） 山本 （カワセミ）上鵜瀬 （ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ） 澤田 （ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ） 千葉 （フリー）中野 （カワセミ）豊福 （ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ） 小林 （神崎） 中川 （カワセミ）木下 （フリー） 張 （神崎） 山崎 （フリー）志田 （カワセミ） 山本 （カワセミ）中野 （カワセミ） 中川 （カワセミ）石川 （ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ） 上鵜瀬 （ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ）豊福 （ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ） 木下 （フリー）芝 （神崎） 澤田 （ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ）小林 （神崎） 張 （神崎）千葉 （フリー）Ｃブロック 山崎 （フリー）河原 （カワセミ）松永 （神崎） 藤田 （フリー）石田 （カワセミ）中原 （フリー） 川崎 （フリー） Ｇブロック（初級）河原 （カワセミ） 橋本 （ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ） 曾田 （ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ） 野口 （フリー）石田 （カワセミ） 樽木 （ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ） 植村 （ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ） 谷川原 （フリー）松永 （神崎） 橋本 （ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ）中原 （フリー） 樽木 （ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ）藤田 （フリー） 曾田 （ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ）川崎 （フリー） 植村 （ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ）野口 （フリー）Ｄブロック 谷川原 （フリー）河野 （カワセミ）松本 （ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ） 竹延 （神崎）一守 （カワセミ）青木 （フリー） 岩崎 （神崎）河野 （カワセミ）一守 （カワセミ）松本 （ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ）青木 （フリー）竹延 （神崎）岩崎 （神崎）
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１、２位トーナメント（８ゲームノーアド）濵村 （カワセミ） 河野 （カワセミ）土生 （カワセミ） 8-2 8-4 一守 （カワセミ）竹延 （神崎） 山本 （カワセミ） 芝 （神崎）岩崎 （神崎） 8-5 中川 （カワセミ） 8-6 小林 （神崎）利光 （神崎） 来住 （カワセミ）桜山 （神崎） 8-3 8-5 金子 （カワセミ）志田 （カワセミ） 鈴木 （ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ）中野 （カワセミ） 8-7 8-5 山口 （フリー）澤田 （ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ） 藤田 （フリー）張 （神崎） 8-2 8-2 川崎 （フリー）河原 （カワセミ） 山本 （カワセミ）石田 （カワセミ） 中川 （カワセミ）
3、4位、初級トーナメント（８ゲームノーアド）熊澤 （神崎） 熊澤 （神崎） 松永 （神崎）本多 （神崎） 8-0 本多 （神崎） 8-2 中原 （フリー）野口 （フリー） 宮崎 （ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ）谷川原 （フリー） 8-3 高井 （ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ）上鵜瀬 （ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ） 8-0 8-7 曾田 （ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ）木下 （フリー） 8-1 植村 （ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ）橋本 （ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ） 石川 （ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ）樽木 （ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ） 8-3 8-4 豊福 （ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ）松本 （ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ） 千葉 （フリー）青木 （フリー） 山崎 （フリー）

8-7

6-2時間の関係で決勝のみ６先ノーアド


