
飯塚　玲奈 眞橋奈緒美 岡林真由美

西田　博子 濵名　真弓 大川　文子

飯塚　玲奈 FTC

西田　博子 FTC

眞橋奈緒美 ﾁｪﾘｰｽﾞ

濵名　真弓 ﾁｪﾘｰｽﾞ

岡林真由美 クリエイト

大川　文子 クリエイト

寺島　　史 山内知実子 中林　弘依

櫻井　結衣 新井　理絵 本多　玲奈

寺島　　史 ABC

櫻井　結衣 ABC

山内知実子 鉄道総研

新井　理絵 鉄道総研

中林　弘依 FTC

本多　玲奈 FTC

小西　純子 南里めぐみ 加賀屋万里 上田　紀子

徳宿　美穂 宮寺みのり 小松千鶴子 矢﨑　弘子

小西　純子 ABC

徳宿　美穂 ABC

南里めぐみ チャーミー

宮寺みのり チャーミー

加賀屋万里 ライラック

小松千鶴子 ライラック

上田　紀子 ノア

矢﨑　弘子 ノア

杉山　典子 藤井美智子 植木まどか

多羅尾由里子 中川　弘子 植木あかり

杉山　典子 一般

多羅尾由里子 ビューハイツ

藤井美智子 チェリーズ

中川　弘子 ABC

植木まどか 一般

植木あかり ノア

（注）①試合方法＝６ゲーム先取・ノーアドバンテージ
　　　②１ペアがDEFの場合、３ﾍﾟｱのﾌﾞﾛｯｸは、２ペアで２ｾｯﾄ実施
　　　　１-１の場合は、７ﾎﾟｲﾝﾄﾀｲﾌﾞﾚｲｸ（ブロックの組替えなし）
　　　③各ブロック１位のみ決勝トーナメント進出
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D 選手名 所属 勝敗 順位
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B 選手名 所属 勝敗 順位
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第56回国分寺市民体育大会 女子ダブルス予選 2022年10月23日（日）
戸倉第二コート8：40集合　　（以下のA・B・C・Dの４ブロック）

A 選手名 所属 勝敗 順位



戸倉第一コート8：40集合

田所　照美 山本可奈子 杉山百合子

桝渕　美佐 荻野　浩子 白井ふみこ

田所　照美 ﾙﾈｻﾝｽ

桝渕　美佐 ABC

山本可奈子 チャーミー

荻野　浩子 チャーミー

杉山百合子 ビューハイツ

白井ふみこ 一般

天野美恵子 向　　美玲 齋藤美紀子

櫻井絵里子 玉浦　葉子 伊藤　理絵

天野美恵子 FTC

櫻井絵里子 FTC

向　　美玲 FTC

玉浦　葉子 FTC

齋藤美紀子 チェリーズ

伊藤　理絵 チェリーズ

石森めぐみ 末永　善子 栗原　明美

鈴木　府子 岡野　弘子 井原　久子

石森めぐみ FTC

鈴木　府子 FTC

末永　善子 FTC

岡野　弘子 FTC

栗原　明美 ビューハイツ

井原　久子 ライラック

（注）①試合方法＝６ゲーム先取・ノーアドバンテージ
　　　②１ペアがDEFの場合、３ﾍﾟｱのﾌﾞﾛｯｸは、２ペアで２ｾｯﾄ実施
　　　　１-１の場合は、７ﾎﾟｲﾝﾄﾀｲﾌﾞﾚｲｸ（ブロックの組替えなし）
　　　③各ブロック１位のみ決勝トーナメント進出
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第56回国分寺市民体育大会 女子ダブルス予選 2022年10月23日（日）

（以下のE・F・Gの３ブロック）

G 選手名 所属 勝敗 順位

1

1

F 選手名 所属 勝敗 順位

3

2

3

2

E 選手名 所属 勝敗 順位

1



戸倉第二コート11:00集合　　
林　　露子 江澤　浩美 榎本はるみ 小笹　聖子

池上裕美子 高山　敦子 坂下亜津更 佐々木香織

林　　露子 ＦＴＣ

池上裕美子 ＦＴＣ

江澤　浩美 ローズTC

高山　敦子 ローズTC

榎本はるみ 国立GH

坂下亜津更 国立GH

小笹　聖子 チャーミー

佐々木香織 チャーミー

佐伯真佐子 林　加奈子 杉本　治子

神野　麻里 小泉　早苗 鳴島　仁子

佐伯真佐子 立川TC

神野　麻里 一般

林　加奈子 ＦＴＣ

小泉　早苗 ＦＴＣ

杉本　治子 一般

鳴島　仁子 国立GH

宇佐見久美子 須賀麻里子 辻　　美紀

酒井　弘子 笠井みゆき 櫻井実玖乃

宇佐見久美子 立川TC

酒井　弘子 ﾍﾞｽﾄｽﾜﾛｰｽﾞ

須賀麻里子 ＦＴＣ

笠井みゆき ＦＴＣ

辻　　美紀 ライラック

櫻井実玖乃 一般

　　　　女子ダブルス決勝トーナメント 場所：第二コート

集合時間　12:40
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H 選手名 所属 勝敗 順位

　　　　　    （注）①試合方法＝６ゲームマッチ・ノーアドバンテージ
　　　　　　　    　②３位決定戦を実施
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J 選手名 所属 勝敗 順位

1

3

2

I 選手名 所属 勝敗 順位

1

第56回国分寺市民体育大会 女子ダブルス予選 2022年10月23日（日）
(以下のH・I・Jの３ブロック）
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