
 ビギナー
主　催　コスモテニスカレッヂ 協　賛　

ヨネックス(株) 本 戦 ド ロ ー 優勝おめでとうございます！！

2022年9月16日(金) ダンロップスポーツ(株) 2022年9月16日(金)
ビギナークラス優勝の方は卒業となります

A　ブロック １ ２ ３ ４ 勝敗 順位 ビギナー QF SF F SF QF
次回は初級クラス以上でのご参加お待ちして
おります

1
澤本 由加里 サワモトユカリ武蔵野ドーム

☆ 65 64 2-0 1
優 勝

藤野 洋子 フジノヨウコ武蔵野ドーム  A-1 和田・東前  D-1

2
森本 明子 フリー

56 ☆ 62 1-1 2
澤本 由加里 62 佐川 富美代

遠田 順子 フリー 藤野 洋子 西村 昌子

3
村上 真紀子 ムラカミマキコ富士見台テニススクエア

46 26 ☆ 0-3 3
澤・藤 佐・西

飯島 江里 イイジマ　エリ高松ＬＴＣＳ  B-2 60 65  C-2

4 ☆ -
小澤 葉子 村越 美与子

岩田 照恵 藍原 俊江

和・東 佐・西

B　ブロック １ ２ ３ ４ 勝敗 順位  D-2 61 63  A-2

1
小澤 葉子 オザワヨウコ南部ＴＣ

☆ 36 16 62 1-2 2
中山 真由美 森本 明子

岩田 照恵 イワタテルエ南部ＴＣ 天野 直子 遠田 順子

2
三村 優樹子 フリー

63 ☆ 16 36 1-2 3
和・東 原・深

水島 昭子 フリー  C-1 65 62  B-1

3
原口 朝琴 はらぐちあさこフリー

61 61 ☆ 60 3-0 1
和田 加奈子 原口 朝琴

深瀬 康江 ふかせやすえフリー 東前 めぐみ 深瀬 康江

4
二本柳 とも子 阪急大井TS

26 63 06 ☆ 1-2 4
３位決定戦

生形 奈緒子 阪急大井TS

原口・深瀬

C　ブロック １ ２ ３ ４ 勝敗 順位 62

1
和田 加奈子 ワダカナコ高松ＬＴＣＳ

優勝 63 62 60 3-0 1
澤本 由加里 原口 朝琴

東前 めぐみ ヒガシマエメグミフリー 藤野 洋子 深瀬 康江

2
村越 美与子 ムラコシミヨコフリー

36 ☆ 65 61 2-1 2
藍原 俊江 アイハラトシエフリー コンソレーション

3
秋山 美千代 フリー

26 56 ☆ 62 1-2 3
村上 真紀子 野崎 恭子

山口 範子 フリー 飯島 江里 畠山 久美子

4
小島 麻奈美 コジママナミ京王TS

06 16 26 ☆ 0-3 4
二・生 小・久

久保田 美智恵 クボタミチエ京王TS 62 63

二本柳 とも子 小島 麻奈美

D　ブロック １ ２ ３ ４ 勝敗 順位 生形 奈緒子 久保田 美智恵

1
中山 真由美 高松ＬＴＣＳ

☆ 65 65 16 2-1 2
天野 直子 高松ＬＴＣＳ

2
野崎 恭子 ノザキキョウコトップスピン

56 ☆ 63 06 1-2 3
石川 美江 小島 麻奈美

畠山 久美子 ハタケヤマクミコトップスピン 岡田 苑衣 久保田 美智恵

3
石川 美江 南部ＴＣ

56 36 ☆ 16 0-3 4
秋・山 三・水

岡田 苑衣 フリー 60 65

4
佐川 富美代 フリー

61 60 61 準優勝 3-0 1
秋山 美千代 三村 優樹子

西村 昌子 フリー 山口 範子 水島 昭子


