
ビギナー
主　催　コスモテニスカレッヂ 協　賛　

ヨネックス(株)

2021年10月8日(金) ダンロップスポーツ(株)

A　ブロック １ ２ ３ ４ 勝敗 順位

1
案西 智美 アンザイトモミサントピア

☆ 16 60 61 2-1 2
安西 規美子 アンザイキミコサントピア

2
入澤 則子 イリサワノリコ高松ＬＴＣＳ

61 ☆ 60 60 3-0 1
粟矢 恵子 アワヤケイコフリー

3
小池 かな枝 フリー

06 06 ☆ 16 0-3 4
田中 敦子 フリー

4
柳川 典子 ヤナガワ ノリコグリーンエイト

16 06 61 ☆ 1-2 3
一木 麻衣子 イチキ マイコグリーンエイト

B　ブロック １ ２ ３ ４ 勝敗 順位

1
佐川 富美代 Morris

☆ 62 62 62 3-0 1
西村 昌子 Morris

2
杉田 明代 スギタ アキヨフリー

26 ☆ 63 46 1-2 3
中野渡 るみ子 ナカノワタリ ルミコフリー

3
飯野 佐保 フリー

26 36 ☆ 56 0-3 4
和田 加奈子 高松ＬＴＣＳ

4
与良 正美 フリー

26 64 65 ☆ 2-1 2
和田 恵子 南部ＴＣ

C　ブロック １ ２ ３ ４ 勝敗 順位

1
前川 俊美 マエカワ トシミフリー

☆ 65 60 63 3-0 1
小寺 江利子 コデラ エリコフリー

2
清水 律子 石神井ローン

56 ☆ 60 46 2-1 2
布山 恵津子 石神井ローン

3
畠山 久美子 トップスピン

06 06 ☆ 56 0-3 4
野崎 恭子 トップスピン

4
中山 真由美 高松ＬＴＣＳ

36 64 65 ☆ 1-2 3
赤澤 美和 ＴＯＰ氷川台

D　ブロック １ ２ ３ ４ 勝敗 順位

1
小笠原 和 オガサハラナゴミフルール・ド・リス

☆ 16 26 64 1-2 3
三村 優樹子 ミムラユキコフリー

2
村本 有希子 高松ＬＴＣＳ

61 ☆ 63 61 3-0 1
久保田 幸子 高松ＬＴＣＳ

3
石坂 夏子 いしざかなつこフリー

62 36 ☆ 62 2-1 2
武内 美佳 たけうちみかフリー

4
北山 園子 キタヤマソノコフリー

46 16 26 ☆ 0-3 4
園田 督子 ソノダマサコフリー

（　　　　　　　　　　）（2入・4入）　　　　　　缶（　　　　　球）　 予選終了　　　：　　



本 戦 ド ロ ー

2021年10月8日(金) ビギナー

QF SF F SF QF

優 勝

 A-1 前川・小寺  D-1

入澤 則子 60 村本 有希子

粟矢 恵子 久保田 幸子

入粟 村久

 B-2 WO 60  C-2

与良 正美 清水 律子

和田 恵子 布山 恵津子

前小 村久

 D-2 65 65  A-2

石坂 夏子 案西 智美

武内 美佳 安西 規美子

前小 案安

 C-1 63 61  B-1

前川 俊美 佐川 富美代

小寺 江利子 西村 昌子

３位決定戦

入澤・粟矢

62

入澤 則子 案西 智美

粟矢 恵子 安西 規美子

コンソレーション

柳川 典子 小笠原 和

一木 麻衣子 三村 優樹子

柳一 小三

65 62

飯野 佐保 畠山 久美子

和田 加奈子 野崎 恭子

北山 園子 小池 かな枝

園田 督子 田中 敦子

北園 杉中

64 62

中山 真由美 杉田 明代

赤澤 美和 中野渡 るみ子

本戦終了　　　：　　


