
2020年2月11日

土田　眞理 フェローズTC

板谷越　芳子 エルレッセTC

村山　晴美 YeLL

本間　薫 G・B

金田　美佐子 ササキテニスクラブ

中島　美和子 colors

若月　美子 ファミリーITC

高橋　早苗 マリンブルーTS

伊藤　いずみ YeLL

久保田　幸子 西蒲区テニス協会

服部　理佳子 スポーツガーデン新潟

菅沼　美弥子 マリンブルーTS

熊江　愛 てにんちゅ

山口　綾子 フェローズTC

伊東　邦子 マリンブルーTS

金子　みさ子 マリンブルーTS

児玉　えみ YeLL

保科　ゆかり YeLL

石井　和代 ポーリーズTC

志賀　雅子 マリンブルーTS

小川　静子 ファミリーITC

細木　眞弓 ファミリーITC

土屋　美佳 三条ファミリーTC

皆川　香織 三条ファミリーTC

五十嵐　眞由美 ジャンボＩＴＳ

中町　祐子 池村テニス塾

遠藤　恵理子 G・B

清水　継美 G・B

池田　和美 てにきち

丹羽　香子 エルレッセＴC  

今回抽選漏れのペアを優先します。ただしペアを変更した場合は優先しません。

詳しくは要項をご覧ください。

2月11日（火・祝）YeLL CUP サテライト 女子ダブルス

エントリー抽選結果

1 ○

2 ○

3 ○

4 ○

5 ✕

6 ○

7 ✕

8 ○

9 ✕

10 ○

11 ○

15 ○

4月5日（日）に女子サテライトの試合を企画しました。

12 ✕

13 ✕

14 ✕



2020年2月11日

岩渕　英里 フェローズTC

小林　淳子 フェローズTC

渡邉　やよい T-CLAN

五十嵐　恭子 kimera

豊岡　美紀 スポーツガーデン新潟

福田　恵子 スポーツガーデン新潟

近藤　久美子 Gut's

有馬　礼子 ｆｉt

佐藤　三香子 cresc.

伊藤　友美 cresc.

坂口　清美 スポーツガーデン新潟

桑原　光代 エルレッセTC

大井川　響子 スポーツガーデン新潟

石田　桂子 スポーツガーデン新潟

五十嵐　美智子 南区テニス協会

袴田　明里 Gut's

高橋　英子 TFL

米山　麻美 TFL

桐原　睦美 マリンブルーTS

渋谷　ゆかり スポーツガーデン新潟

樋口　和美 ｆｉt

斎藤　京子 樹里テニスクラブ

清水　純子 ポーリーズＴＣ

中井　奈穂子 Ｔ-ＣＬＡＮ

近藤　美香 てにきち

奥林　友美 ヤマダTS

阿部　のり子 新発田T＆S

金井　真美 新発田T＆S

今回抽選漏れのペアを優先します。ただしペアを変更した場合は優先しません。

詳しくは要項をご覧ください。

2月11日（火・祝）YeLL CUP サテライト 女子ダブルス

エントリー抽選結果

16 ○

17 ○

18 ○

19 ✕

20 ○

21 ○

22 ○

23 ✕

24 ○

25 ○

26 ✕

4月5日（日）に女子サテライトの試合を企画しました。

27 ✕

28 ○

29 ✕



2 2

今回抽選漏れのペアを優先します。ただしペアを変更した場合は優先しません。

詳しくは要項をご覧ください。

4月5日（日）に女子サテライトの試合を企画しました。

渋谷ゆかり 福田恵子
3

桐原睦美

3

岩渕英里

小林淳子 本間薫

細木眞弓 丹羽香子

村山晴美

池田和美

1

小川静子

細木眞弓 小林淳子 渋谷ゆかり
勝　敗

丹羽香子 本間薫 福田恵子
勝　敗

G・B

1

エルレッセTC

試合前の練習はサービス4本です。

豊岡美紀

8:30集合

8:30集合

9:30集合

8:30集合

8:30集合

9:30集合

ファミリーITC フェローズTC マリンブルーTS てにきち Yell

YeLLカップサテライト女子ダブルス　R2.2/11

仮ドロー
各チーム2試合行い1位のチームで決勝戦を行います。

全試合1セットマッチ（６－６・７P先取タイブレーク）

表彰は1位のみ、試合前のコート開放はありません。

A①ブロック

小川静子 岩渕英里 桐原睦美
順位

A②ブロック

ファミリーITC フェローズTC スポーツガーデン新潟

スポーツガーデン新潟

スポーツガーデン新潟

池田和美 村山晴美 豊岡美紀
順位



全試合1セットマッチ（６－６・７P先取タイブレーク）

表彰は1位のみ、試合前のコート開放はありません。

YeLLカップサテライト女子ダブルス　R2.2/11

仮ドロー
各チーム2試合行い1位のチームで決勝戦を行います。 4月5日（日）に女子サテライトの試合を企画しました。

今回抽選漏れのペアを優先します。ただしペアを変更した場合は優先しません。

詳しくは要項をご覧ください。

試合前の練習はサービス4本です。

B①ブロック

近藤美香 土田眞理 石井和代
順位

B②ブロック

ヤマダTS エルレッセTC

てにきち フェローズTC ポーリーズTC スポーツガーデン新潟 ササキテニスクラブ マリンブルーTS

坂口清美 金田美佐子 伊東邦子
順位

奥林友美 板谷越芳子 志賀雅子
勝　敗

桑原光代 中島美和子 金子みさ子
勝　敗

マリンブルーTS エルレッセTC colors マリンブルーTS

1

近藤美香

1

9:00集合 9:00集合

奥林友美 桑原光代

坂口清美

2

土田眞理

2

9:00集合 9:00集合

板谷越芳子 中島美和子

金田美佐子

3

石井和代

3

10:00集合 10:00集合

志賀雅子 金子みさ子

伊東邦子



全試合1セットマッチ（６－６・７P先取タイブレーク）

表彰は1位のみ、試合前のコート開放はありません。

YeLLカップサテライト女子ダブルス　R.2/11

仮ドロー
各チーム2試合行い1位のチームで決勝戦を行います。 4月5日（日）に女子サテライトの試合を企画しました。

今回抽選漏れのペアを優先します。ただしペアを変更した場合は優先しません。

詳しくは要項をご覧ください。

試合前の練習はサービス4本です。

C①ブロック

高橋英子 若月美子 服部理佳子
順位

C②ブロック

TFL マリンブルーTS

TFL ファミリーITC スポーツガーデン新潟 Cresc. スポーツガーデン新潟 T-CLAN

佐藤三香子 大井川響子 渡邉やよい
順位

米山麻実 高橋早苗 菅沼美弥子
勝　敗

伊藤友美 石田佳子 五十嵐恭子
勝　敗

マリンブルーTS Cresc. スポーツガーデン新潟 kimera

1

高橋英子

1

12:00集合 12:00集合

米山麻実 伊藤友美

佐藤三香子

2

若月美子

2

12:00集合 12:00集合

高橋早苗 石田佳子

大井川響子

3

服部理佳子

3

13:00集合 13:00集合

菅沼美弥子 五十嵐恭子

渡邉やよい



各チーム3試合行い1位のチームで決勝戦を行います。

全試合1セットマッチ（６－６・７P先取タイブレーク）

表彰は1位のみ、試合前のコート開放はありません。

試合前の練習はサービス4本です。

YeLLカップサテライト男子ダブルス　　R.2/11

仮ドロー

てにんちゅ Yell Yell ジャンボITS

遠山龍 渡辺貴之 池田叡生

相馬和樹 東條孝弘 池田英喜

遠山龍

吉田正行
勝　敗

Thombs up Yell Yell Guts

男子②

渡辺康彦
順位

colors

岸望

藤田正則

渡辺貴之

TFL スポーツガーデン新潟 金ちぎ

男子①
岸望 近藤寿夫

勝　敗

日下部浩一

1

日下部浩一 田村陽射 藤田正則 松井ひろし
順位

TFL てにんちゅ 金ちぎ Yell

長谷川浩司 大野正義

4

2

田村陽射

3

14:00集合

大野正義

14:00集合

14:00集合

3

池田英喜

池田叡生

2

1

相馬和樹

14:00集合

14:30集合

14:30集合

14:30集合

14:30集合

東條孝弘

近藤寿夫

長谷川浩司

松井ひろし

4

渡辺康彦

吉田正行



　１．主催　　 　   YeLLインドアテニススクール

　２．後援　　　　　新潟市テニス協会

　３．協賛　　　　　テニスステーション新潟・他各社

　４．期日　　　　　2020年４月5日（日）

　５．会場　　　　　YeLLインドアテニススクール

　６．種目　　　　　女子サテライト12組（予定）

　７．参加資格　　新潟市テニス協会主催大会基準レベルの方

　　　　　　　　　　　申込多数の場合は抽選にて参加者を決定させていただきます。

　８．試合球 　　　プリンス

　９．試合方法　　リーグ戦もしくはコンソレーション有のトーナメント戦で行います。

　　　　　 　  　　　 最低１セットマッチが2試合できます。

　　　　　　　　　  　ただし主催者の判断で試合方法を変更する場合があります。

１０．参加料　 　　4,400円（税込）

１１．申込方法　　必要事項（氏名・所属・連絡先）を明記し、メール・FAXでお申込みください。

　　　　　　　　　　　システム上返信はいたしません。エントリーリストでご確認ください。

　　　　　　　　　　　書式は問いません。電話での申し込みはできません。

                         　     〒９５０－０９８３　新潟市中央区神道寺２－１－１６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　YeLLインドアテニススクール　電話０２５（２４３）３４５１

　　　　　 　 　　　　　　　 　　 　　　　　 　　　 　　　　　　　　　　　FAX０２５（２４３）３４５３　　

                                  　　　　                    メールアドレスinfo@yell-tennis.com

１２．申込締切　  2020年3月22日（日）

１４．その他　　　申込締切日以降のキャンセルは認めません。キャンセル料がかかります。

　 　　 　　　 　　　競技中の負傷等事故の場合、応急手当はしますが、主催者それにおいて

　　　　　　 　　　　以降の 責任は負いません。

YeLL CUPサテライト

女子ダブルス
1セットマッチデュース有・6-6 12Pタイブレークを２試合以上行います。

１３．エントリー   3月23日（月）YeLL・新潟市テニス協会ホームページリストで発表します。

2月11日試合抽選漏れのペアを優先します。ペアを変更した場合優先しません。

mailto:メールアドレスinfo@yell-tennis.com

