
1R 2R 3R QF SF SF QF 3R 2R 1R

西村　朋子 スウィング 谷口　ひとみ ライジング
橘井　友香 新札幌 西村・橘井 谷口・増田 増田　典子 ライジング

飯田・鵜川 立石・高橋

飯田　智美 ウイング 60 60 立石　かおり 宮の森
鵜川　良美 新札幌 飯田・鵜川 立石・高橋 高橋　真美 宮の森
大塚　留美子 キャロット 61 64 加藤　真理 ヴェルデ
三上　公子 キャロット 飯田・鵜川 立石・高橋 藤田　真理 宮の沢競技場

植木　真理子 スウィング 61 61 遠藤　麻里 フリー
俵谷　照美 スウィング 鎌田・田中 遠藤・順田 順田　一枝 フリー
鎌田　悦子 宮の森 60 60 荒谷　りか子 宮の森
田中　ひとみ 宮の森 佐々木　葉月 宮の森

小原・竹内 遠藤・順田

小原・竹内 65 63 東・山本

小原　幸子 フリー 東　ひろみ GTC

竹内　千恵子 宮の沢競技場 飯田・鵜川 立石・高橋 山本　博子 新札幌
菅野　ゆかり フリー 63 65 今　陽子 宮の森
木塚　好子 宮の森 菅野・木塚 今・仙波 仙波　順子 ライジング

伊藤・宇野 今・仙波

斉藤　春子 あいの里テニスクラブ 62 61 下川原　光恵 3105
相馬　寿充子 あいの里テニスクラブ 伊藤・宇野 下川原・中野 中野　敦子 あけぼの
伊藤　奈巳 アルマトーレ 63 64 白井　由里子 宮の沢競技場
宇野　千鶴 新札幌 原田　瑞穂　 宮の沢競技場
前田　千晶 宮の森 伊藤・宇野 今・仙波 坪谷　友美 中央区体育館
村山　ひかり 宮の森 大西・玉岡 61 65 坪谷・羽鳥 羽鳥　明代 北区体育館
大西　まゆみ スウィング 62 64 藤岡　和恵 新札幌
玉岡　二三枝 宮の沢競技場 桃野　美雪 アルマトーレ

大西・玉岡 立石・高橋 杉林・鳥谷部

畠山・森 62 64 61 杉林・鳥谷部

畠山　広子 ルネサンス 杉林　文子 AKIｻｰｸﾙ
森　真里子 アルマトーレ 飯田・鵜川 立石・高橋 鳥谷部　美紀 アルマトーレ
青木　由佳 フリー 62 64 谷村　久佳 宮の森
今野　充子 アルマトーレ 青木・今野 谷村・富樫 富樫　えりな 宮の森

藤原・吉永 高岡・中川

藤原　久美 3105 63 63 高岡　佑三子 ウイング
吉永　緑 3105 藤原・吉永 高岡・中川 中川　博美 フリー
村山　文美 ウェルネススクエア 64 61 笠井　早苗 東区体育館
横山　雅子 ウェルネススクエア 田村・湯岡 高岡・中川 國分　真紀 中央区体育館
長谷部　恵美子 宮の森 64 64 大久保　史　 スウィング
松本　和子 ライジング 長谷部・松本 大久保・進藤 進藤　貴代 スウィング
清田　亜美 アルマトーレ 64 62 杉本　靖代 宮丘
万平　恵美 アルマトーレ 布施　和恵 宮の森

田村・湯岡 大久保・進藤

65 64 南・渡辺

田村　貴美恵 3105 田村・湯岡 南　友美 宮の沢競技場
湯岡　郁子 3105 田村・湯岡 佐藤・田宮 渡辺　美夏 あいの里　　　　　テニスクラブ
大島　いづみ AKIｻｰｸﾙ 65 61 小笠原　弘美 新札幌
松久　紀美代 AKIｻｰｸﾙ 大島・松久 小笠原・松村 松村　陽子 スウィング

大島・松久 佐藤・田宮

清水　一美 宮の森 61 62 佐藤　めぐみ リーヴ
南保　英子 宮の森 川田・戸松 佐藤・田宮 田宮　綾乃 宮丘
川田　ゆき SEEKERSTT 65 64 秋田　美恵子 スウィング
戸松　多香美 SEEKERSTT 柴田・中町 佐藤・田宮 佐藤　まり スウィング
相馬　博美 アルマトーレ 63 65 伊藤　里美 新札幌
永島　香 新札幌 柴田・中町 坂本・佐々木 加我　梨香 新札幌
柴田　浩子　　　　　ヴェルデ 62 65 坂本　亜希 中央区体育館
中町　美香 ヴェルデ 柴田・中町 浅尾・本間 佐々木　恵 東区体育館

65 64

福井・細川 浅尾・本間

福井　享子 東区体育館 浅尾　泰子 リーヴ
細川　幹子 北区体育館 本間　由美子 清田区体育館

補　欠 1.西村朋子・橘井友香（スウィング・新札幌）　　2.石崎陽子・秋田谷美絵（アルマトーレ・ルネッサンス）
3.石川寿恵・畠山朋子（新札幌・フリー）　　4.大川友里・横江えつの（中央区体育館・宮の沢競技場）
5.赤沼美保・石橋泰子（SEEKERSTT）
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今井　里夏子 フリー 内藤　真弓 ライジング
松岡　磨由美 ライジング 今井・松岡 内藤・細川 細川　和美 アルマトーレ

今井・松岡 阿戸・安藤

木村　静子 ウェルネススクエア 64 64 岡本　薫 新札幌
平塚　志津子 キャロット 今井・徳永 阿戸・安藤 土井　いずみ 宮の森
今井　紀子 東区体育館 62 61 阿戸　みゆき スウィング
德永　桂 東区体育館 今井・松岡 阿戸・安藤 安藤　洋子 ＦＭＴ

江川　晴美 ライジング 61 61 浅野　ひろみ 江別テ協
齋藤　きみ子 あけぼの 江川・齋藤 鹿股・篠原 徳田　雅恵 江別テ協
高橋　裕子 札LTC 60 65 鹿股　三千代 リーヴ
池田　順子 江別テ協 江川・齋藤 鹿股・篠原 篠原　由美子 新札幌

65 65

徳原・毛利

徳原　悦子 フリー 岡田・矢野 岡田　都 ライジング

毛利　和代 アルマトーレ 今井・松岡 秋山・雨海 矢野　妙子 ライジング
石川　伸子 アルマトーレ 63 65 甲賀　恵子 宮の森

業天　美佐 アルマトーレ 石川・業天 甲賀・新沼 新沼　和美 江別テ協

石川・業天 秋山・雨海

小竹　和子 宮の森 60 62 杉本　由加 アルマトーレ
横岡　優美子 スウィング 伊積・山本 秋山・雨海 高橋　智春 新札幌
伊積　真紀子 江別テ協 63 62 秋山　真弓 GTC
山本　佳子 ビーンズ 石川・業天 秋山・雨海 雨海　洋子 リーヴ
按田　明子 岩見沢テ協 63 63 岡田　悦子 新札幌
竹内　美夏 リーヴ 稲見・高田 小室・三島 斉藤　ひとみ ヴェルデ
稲見　理花 宮の森 61 60 小室　信子 宮の森
高田　淳子 ライジング 田中・伊東 小室・三島 三島　美恵子 アルマトーレ

65 今井・松岡 63

田中・伊東 62 東・三浦

田中　恵子 3105 東　一二三 宮の森
伊東　美和子 ライジング 今井・松岡 伊藤・安田 三浦　敬子 新札幌
中村　亜紀子 江別テ協 63 64 大和田　才子 宮の森
渡辺　清子 宮の森 中村・渡辺 大和田・谷本 谷本　美根子 札LTC

中村・渡辺 戸田・千徳

賀波澤　淳子 宮の森 62 64 戸田　初美 岩見沢テ協
真鍋　美雪 新札幌 賀波澤・真鍋 戸田・千徳 千徳　淳子 岩見沢テ協
梶川　由美子 アルマトーレ 64 64 三浦　敏子 ライジング
名和田　成子 あけぼの 中村・渡辺 山本・吉田 酒井　美千代 ライジング
西垣　希代子 ウイング 62 63 杉本　いづみ フリー
林　尚子 新札幌 玉川・松岡 伊勢・丸次 松村　美智子 宮の森
玉川　尚巳 フリー 62 61 伊勢　しおり リーヴ
松岡　恵子 キャロット 玉川・松岡 山本・吉田 丸次　朱美 宮の森

64 61

稲津・坂上 山本・吉田

稲津　早苗 ビーンズ 山本　明美 ライジング
坂上　優美恵 AKIｻｰｸﾙ 荒木・桶田 伊藤・安田 吉田　由紀子 フリー
柴田　由貴子 アルマトーレ 61 65 鈴木　詠子 スウィング
髙野　美紀子 スウィング 柴田・髙野 鈴木・濱 濱　里恵子 アルマトーレ

荒木・桶田 鈴木・濱

中村　美佳 ライジング 62 62 鳥谷部　郁美 岩見沢テ協
三上　奈緒美 宮の森 荒木・桶田 鳥谷部・原田 原田　ゆみ 江別テ協
荒木　まゆみ ウェルネススクエア 62 63 秋本　貴子 新札幌
桶田　万佐子 キャロット 荒木・桶田 伊藤・安田 堀内　智江 新札幌
大森　奈津代 宮の森 62 63 帰山　真紀 アルマトーレ
濱村　洋子 フリー 蟹口・山本 帰山・山本 山本　三千子 アルマトーレ
蟹口　靖子 スウィング 62 62 会田　敏子 宮の森
山本　祥子 ウィング 伊藤・福井 伊藤・安田 齋藤　則子 新札幌

63 62

伊藤・福井 伊藤・安田

伊藤　淳子 フリー 伊藤　リカ 宮の森
福井　峰子 フリー 安田　邦子 宮の森

補　欠 1.髙橋美智子・木戸綾子（宮の森・ウィング）　　2.高橋良子・石山としえ（フリー・宮の森）
3.髙田聖子・重松七重（宮の森・ライジング）　　4.奥谷美佐子・小竹由利子（宮の森・大空）
5.安保尚子・松田起恵子（ライジング・フリー）

第9回　JLTF北海道ワンデーテニス大会

F

1 33

<　シニア級　>

6 38

3 35

2 ＢＹＥ ＢＹＥ 34

4 36

5 37

39

8 40

9

11 43

7 ＢＹＥ ＢＹＥ

41

10 ＢＹＥ ＢＹＥ 42

12 44

13 45

14 46

15 ＢＹＥ ＢＹＥ 47

16 48

17 49

18 ＢＹＥ ＢＹＥ 50

21 53

22 54

23 ＢＹＥ ＢＹＥ 55

19 51

20 52

27 59

26 ＢＹＥ ＢＹＥ 58

24 56

25 57

28 60

29 61

30 62

31 ＢＹＥ ＢＹＥ 63

32 64



1R 2R QF SF SF QF 2R 1R

西村　朋子 スウィング 谷口　ひとみ ライジング
橘井　友香 新札幌 大塚・三上 加藤・藤田 増田　典子 ライジング
大塚　留美子 キャロット 41 40 加藤　真理 ヴェルデ
三上　公子 キャロット 植木・俵谷 加藤・藤田 藤田　真理 宮の沢競技場

植木　真理子 スウィング 41 40 荒谷　りか子 宮の森
俵谷　照美 スウィング 東・山本 佐々木　葉月 宮の森

植木・俵谷 清水・南保 41 東　ひろみ GTC
菅野・木塚 41 白井・原田 山本　博子 新札幌

菅野　ゆかり フリー 43 43

木塚　好子 宮の森 菅野・木塚 白井・原田

斉藤　春子 あいの里テニスクラブ 43 白井　由里子 宮の沢競技場
相馬　寿充子 あいの里テニスクラブ 原田　瑞穂　 宮の沢競技場
前田　千晶 宮の森 菅野・木塚 白井・原田 藤岡　和恵 新札幌
村山　ひかり 宮の森 前田・村山 40 40 藤岡・桃野 桃野　美雪 アルマトーレ

畠山　広子 ルネサンス 43

森　真里子 アルマトーレ 清水・南保 小笠原・松村

青木　由佳 フリー 42 42 谷村　久佳 宮の森
今野　充子 アルマトーレ 村山・横山 谷村・富樫 富樫　えりな 宮の森
村山　文美 ウェルネススクエア 43 40 笠井　早苗 東区体育館
横山　雅子 ウェルネススクエア 村山・横山 谷村・富樫 國分　真紀 中央区体育館

清田　亜美 アルマトーレ 43 42 杉本　靖代 宮丘
万平　恵美 アルマトーレ 清田・万平 南・渡辺 布施　和恵 宮の森

41 南　友美 宮の沢競技場
渡辺　美夏 あいの里　　　　　テニスクラブ

清水・南保 小笠原・松村 小笠原　弘美 新札幌
清水・南保 40 41 小笠原・松村 松村　陽子 スウィング

清水　一美 宮の森 42 秋田　美恵子 スウィング
南保　英子 宮の森 佐藤　まり スウィング
相馬　博美 アルマトーレ 清水・南保 小笠原・松村 伊藤　里美 新札幌
永島　香 新札幌 福井・細川 40 41 伊藤・加我 加我　梨香 新札幌

福井　享子 東区体育館 42

細川　幹子 北区体育館

1R 2R QF SF SF QF 2R 1R

内藤　真弓 ライジング
木村・平塚 内藤・細川 細川　和美 アルマトーレ

木村　静子 ウェルネススクエア 42 岡本　薫 新札幌
平塚　志津子 キャロット 徳原・毛利 内藤・細川 土井　いずみ 宮の森

高橋　裕子 札LTC 40 41 浅野　ひろみ 江別テ協
池田　順子 江別テ協 徳原・毛利 浅野・徳田 徳田　雅恵 江別テ協
徳原　悦子 フリー 41 中村・三上 41 岡田　都 ライジング
毛利　和代 アルマトーレ 小竹・横岡 42 内藤・細川 矢野　妙子 ライジング

42 42 甲賀　恵子 宮の森
小竹・横岡 甲賀・新沼 新沼　和美 江別テ協

小竹　和子 宮の森 40 杉本　由加 アルマトーレ
横岡　優美子 スウィング 小竹・横岡 甲賀・新沼 高橋　智春 新札幌
按田　明子 岩見沢テ協 40 43 岡田　悦子 新札幌
竹内　美夏 リーヴ 按田・竹内 東・三浦 斉藤　ひとみ ヴェルデ

40 東　一二三 宮の森
中村・三上 内藤・細川 三浦　敬子 新札幌
43 41 大和田　才子 宮の森

梶川・名和田 三浦・酒井 谷本　美根子 札LTC
梶川　由美子 アルマトーレ 40 三浦　敏子 ライジング
名和田　成子 あけぼの 梶川・名和田 三浦・酒井 酒井　美千代 ライジング

西垣　希代子 ウイング 43 42 杉本　いづみ フリー
林　尚子 新札幌 西垣・林 杉本・堀内 松村　美智子 宮の森
稲津　早苗 ビーンズ 43

坂上　優美恵 AKIｻｰｸﾙ 中村・三上 三浦・酒井

柴田　由貴子 アルマトーレ 41 42

髙野　美紀子 スウィング 中村・三上 秋本・堀内

中村　美佳 ライジング 42 秋本　貴子 新札幌
三上　奈緒美 宮の森 中村・三上 秋本・堀内 堀内　智江 新札幌
大森　奈津代 宮の森 41 41 会田　敏子 宮の森
濱村　洋子 フリー 大森・濱村 会田・齋藤 齋藤　則子 新札幌
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