
初級
主　催　コスモテニスカレッヂ 協　賛　

ヨネックス(株)

2021年11月10日(水) ダンロップスポーツ(株)

A　ブロック １ ２ ３ ４ 勝敗 順位

1
長妻 敦子 フリー

☆ 46 46 36 0-3 4
小俣 三枝子 フリー

2
佐川 富美代 フリー

64 ☆ 62 65 3-0 1
西村 昌子 フリー

3
大森 さなえ オオモリサナエフリー

64 26 ☆ 46 1-2 3
本多 郁子 ホンダイクコフリー

4
吉村 亮子 ヨシムラリョウコWEDS

63 56 64 ☆ 2-1 2
渡辺 裕美 ワタナベヒロミ目黒テニスクラブ

B　ブロック １ ２ ３ ４ 勝敗 順位

1
氏益 美沙都 フリー

準優勝 62 46 62 2-1 2
本堂 由紀子 フリー

2
小澤 葉子 オザワヨウコ南部ＴＣ

26 ☆ 06 26 0-3 4
岩田 照恵 イワタテルエ南部ＴＣ

3
加藤 純子 かとうじゅんこフリー

64 60 ☆ 62 3-0 1
木村 ちはる きむらちはるフリー

4
中山 真由美 高松ＬＴＣＳ

26 62 26 ☆ 1-2 3
赤澤 美和 ＴＯＰ

C　ブロック １ ２ ３ ４ 勝敗 順位

1
野中 有紀子 フリー

☆ 64 65 60 3-0 1
神谷 明子 フリー

2
捧 莉江美 ササゲリエミ南部ＴＣ

46 ☆ 36 56 0-3 4
石原 育子 イシハライクコ南部ＴＣ

3
小寺 麻里 コデラマリ フリー

56 63 優勝 61 2-1 2
古田 英子 フルタヒデコフリー

4
岡部 須美子 高松ＬＴＣＳ

06 65 16 ☆ 1-2 3
和賀 明美 ミルキー

D　ブロック １ ２ ３ ４ 勝敗 順位

1
菊池 直子 キクチナオコフリー

☆ 56 64 26 1-2 3
肥沼 佐絵子 コイヌマサエコフリー

2
橋本 真衣 ハシモトマイフリー

65 ☆ 65 56 2-1 2
神田 恵 カンダメグミフリー

3
斎藤 淳子 サイトウジュンコ高松ＬＴＣＳ

46 56 ☆ 16 0-3 4
小出 糸貴 コイデイトキＩＭＴＡ

4
沖山 幸恵 テニスサンライズ

62 65 61 ☆ 3-0 1
青木 信子 テニスサンライズ

（　　　　　　　　　　）（2入・4入）　　　　　12　缶（　　　　　球）　 予選終了　　13：45　　



本 戦 ド ロ ー

2021年11月10日(水) 初級
優勝おめでとうございます！！

QF SF F SF QF 初級クラス卒業となります。次回は
初中級クラスでのご参加お待ちして
おります。優 勝

 A-1 小寺　古田  D-1

佐川 富美代 60 沖山 幸恵

西村 昌子 青木 信子

62 63

 B-2 氏.本 小.古  C-2

氏益 美沙都 小寺 麻里

本堂 由紀子 古田 英子

65 63

 D-2 氏.本小.古  A-2

橋本 真衣 吉村 亮子

神田 恵 渡辺 裕美

61 65

 C-1 野.神 加.木  B-1

野中 有紀子 加藤 純子

神谷 明子 木村 ちはる

３位決定戦

野中　神谷

64

野中 有紀子 加藤 純子

神谷 明子 木村 ちはる

コンソレーション

中山 真由美 菊池 直子

赤澤 美和 肥沼 佐絵子

62 62

長.小 捧.石

長妻 敦子 捧 莉江美

小俣 三枝子 石原 育子

斎藤 淳子 大森 さなえ

小出 糸貴 本多 郁子

60 61

岡.和 大.本

岡部 須美子 小澤 葉子 中山 真由美

和賀 明美 岩田 照恵　　　　　本戦ＤＥＦ 赤澤 美和

本戦終了　　15　：40　　


