
第9回JLTFフレンドリーカップ（団体戦）　ドロー
10月12日（水）　予備日なし　 9：00受付終了

 押水運動公園テニスコート（砂入り人工芝4面）

〈　予選リーグ　〉
A　ブロック 1 2 3 勝-敗-分 順位

アゲラタム
2 牛島　智子 小松クラブ × × 0-2-0

山本　政子 カサブランカ

山内　孝子 パンジー （1-4） （1-5） （4-17）
福田　福子 Peace （1-4） （1-4）
チーム2どんどん

7 西村　知津子 はまなす 〇 × 1-1-0
浜本　和子 はまなす

桶谷　明美 Ｄ．ＢＬＵＥ （4-1） （2-4） （10-11）
林　節子 フロリカ （4-1） （0-5）

3 藤井　美香 Ｔ.Ｔ.Ｋ 〇 〇 2-0-0
松井　啓子 Ｔ.Ｔ.Ｋ

永瀬　陽子 ドラスター （5-1） （4-2） （18-4）
成田　恵 ｂｕｄｄｙ （4-1） （5-0）

B　ブロック 1 2 3 勝-敗-分 順位
テニスどんどん

5 細川　幸子 一般 × 〇 1-1-0
中井　信恵 一般

坂本　喜久子 アヴァンタージュ （1-5） （6-0） （12-11）
野上　弘子 ワンステップ （2-4） （3-2）
呑んでなんぼ❤

1 編澤　由紀恵 Peace 〇 △ 1-0-1
和田　康子 はまなす

前田　綾野 プライオリティ （5-1） （2-3） （14-8）
前田　眞由美 プライオリティ （4-2） （3-2）
ドラスター

6 近都　匡子 ドラスター × △ 0-1-1
香川　奈美江 ドラスター

河村　京子 ドラスター （0-6） （3-2） （7-14）
宮村　千晶 ドラスター （2-3） （2-3）

【試合方法】

予選リーグ

　・ＡＢCDブロック　：　20分タイムマッチノーアドバンテージ

　・1-1になった場合，

　　①取得ゲーム数が多い　②取られたゲーム数が少ない

　　③直接対決の勝者　 　　④４人で王様じゃんけん

　・3、4位トーナメントの組み合わせはクジ引きで決めます。

藤松ちゃんと成瀬ちゃん
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10月12日（水）　予備日なし　 9：00受付終了
 押水運動公園テニスコート（砂入り人工芝4面）

C　ブロック 1 2 3 順位
SNOOPY

8 坂野　弘子 ワンステップ × ×
赤塚　正栄 ワンステップ

山田　香 カサブランカ （3-4） （3-4）
水上　麻波 アヴァンタージュ （1-4） （1-3）
はまなす婦人

10 尚和　真弓 はまなす 〇 ×
北川　陽子 はまなす

山田　扶美子 はまなす （4-3） （3-3）
石切　とも子 一般 （4-1） （2-3）
キュンです❤

4 石田　博美 一般 〇 〇
矢野根　照美 一般

江尻　はるみ Ｔ.Ｔ.Ｋ （4-3） （3-3）
佐藤　美樹 Peace （3-1） （3-2）

D　ブロック 1 2 3 4 順位
シャルム

11 中村　晴美 Ｔ.Ｔ.Ｋ 〇 〇
吉田　友美子 Ｄ．ＢＬＵＥ

東崎　美香 Peace （2-2） （3-3）
吉谷　幸子 Peace （6-1） （4-1）
オムライス

13 中屋　千里 アヴァンタージュ × 〇
田村　啓子 アヴァンタージュ

岡田　啓子 アヴァンタージュ （2-2） （4-2）
山本　美恵子 どんまい （1-6） （8-0）
チーム　マカロン

9 猪平　照美 一般 × 〇
小林　洋子 一般

菊池　玲子 ドラスター （3-3） （6-1）
安栗　あけみ ドラスター （1-4） （7-0）
らんらん

12 鍛治屋紀美子 オアシス × ×
鍛治屋　早希 一般

南　真紀子 一般 （2-4） （1-6）
川村　官世 オアシス （0-8） （0-7）

【試合順序】

ＡＢCブロック：    ①1-2　②1-3　③2-3

Dブロック：    ①1-2　②3-4　③1-3　④2-4　
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第9回JLTFフレンドリーカップ　順位別トーナメント

<1位トーナメント> <2位トーナメント>

1 1 チーム2どんどん
藤井　美香 Ｔ.Ｔ.Ｋ 西村　知津子 はまなす

松井　啓子 Ｔ.Ｔ.Ｋ 2-0 浜本　和子 はまなす 1-1
永瀬　陽子 ドラスター （6-2） 桶谷　明美 Ｄ．ＢＬＵＥ （5-6）
成田　恵 ｂｕｄｄｙ （6-5） 林　節子 フロリカ （6-3）

2 呑んでなんぼ❤ 2 テニスどんどん
編澤　由紀恵 Peace 細川　幸子 一般

和田　康子 はまなす 2-0 中井　信恵 一般 2-0
前田　綾野 プライオリティ （6-1） 坂本　喜久子 アヴァンタージュ （6-3）
前田　眞由美 プライオリティ （6-4） 野上　弘子 ワンステップ （6-3）

3 キュンです❤ 3 はまなす婦人
石田　博美 一般 尚和　真弓 はまなす

矢野根　照美 一般 2-0 北川　陽子 はまなす 2-0
江尻　はるみ Ｔ.Ｔ.Ｋ （6-2） 山田　扶美子 はまなす （6-1）
佐藤　美樹 Peace （6-3） 石切　とも子 一般 （6-1）

4 シャルム 4 チーム　マカロン
中村　晴美 Ｔ.Ｔ.Ｋ 猪平　照美 一般
吉田　友美子 Ｄ．ＢＬＵＥ 小林　洋子 一般
東崎　美香 Peace 菊池　玲子 ドラスター
吉谷　幸子 Peace 安栗　あけみ ドラスター

<3,4位トーナメント>

1 SNOOPY
坂野　弘子 ワンステップ

赤塚　正栄 ワンステップ

山田　香 カサブランカ 1-1
水上　麻波 アヴァンタージュ （6-0）

2 オムライス （3-6）
中屋　千里 アヴァンタージュ

田村　啓子 アヴァンタージュ 2-0
岡田　啓子 アヴァンタージュ （6-5）
山本　美恵子 どんまい （6-3） 1-1

3 ドラスター （4-6）
近都　匡子 ドラスター （6-2）

香川　奈美江 ドラスター
河村　京子 ドラスター
宮村　千晶 ドラスター

4 らんらん
鍛治屋紀美子 オアシス
鍛治屋　早希 一般 2-0
南　真紀子 一般 （6-0）
川村　官世 オアシス （6-0）

5 アゲラタム
牛島　智子 小松クラブ

山本　政子 カサブランカ 【試合方法】
山内　孝子 パンジー 　・順位別トーナメント：６ゲーム先取ノーアドバンテージ
福田　福子 Peace 　・1-1になった場合，

　　①取得ゲーム数が多い　②取られたゲーム数が少ない
　　③直接対決の勝者　 　　④４人で王様じゃんけん

藤松ちゃんと成瀬ちゃん

優勝 優勝

優勝 オムライス

はまなす婦人吞んでなんぼ


