
初中級

勝敗 順位

原口 朝琴 はらぐちあさこ フリー

深瀬 康江 ふかせやすえ フリー

岩田 博子 イワタヒロコ 高松ＬＴＣＳ

栗原 祐子 クリハラユウコ 高松ＬＴＣＳ

佐藤 聖子 サトウセイコ クイーン

泡田 宏美 アワダヒロミ クイーン

勝敗 順位

金子 夏枝 カネコナツエ 南部ＴＣ

重原 由美 南部ＴＣ

永谷 木綿子 ノア

森本 菊枝 ノア

玉川 弥生 たまがわやよい東台

西岡 由紀子 にしおかゆきこ高松ＬＴＣＳ

勝敗 順位

渡辺 朋子 ＮＡＳ

北原 久実 シンポウ

野中 有紀子 フリー

谷村 薫 フリー

星野 真樹 神宮外苑ＴＣ

山戸 祐子 高松ＬＴＣＳ

鈴木 郷子 スズキサトコ フリー

黒野 美詠子 クロノミエコ フリー

勝敗 順位

村本 有希子 ムラモトユキコ 高松ＬＴＣＳ

久保田 幸子 クボタサチコ 高松ＬＴＣＳ

土屋 和美 ツチヤカズミ タウンテニス大泉学園

中津 綾 ナカツアヤ タウンテニス大泉学園

大谷 ゆり子 フリー

北村 菜穂子 フリー

富岡 由里 トミオカユリ セサミTS

山中 裕子 ヤマナカヒロコ緑が丘TG
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優勝おめでとうございます！！

2023年1月20日(金)

初中級 QF SF F SF QF
ぜひお二人で！中級クラスのご参
加お待ちしております

 A-1  D-1

佐藤 聖子 富岡 由里

泡田 宏美 山中 裕子

玉・西 富・山

 B-2 65 62  C-2

玉川 弥生 渡辺 朋子

西岡 由紀子 北原 久実

鈴・黒 金・重

 D-2 62 60  A-2

村本 有希子 岩田 博子

久保田 幸子 栗原 祐子

鈴・黒 金・重

 C-1 65 61  B-1

鈴木 郷子 金子 夏枝

黒野 美詠子 重原 由美

玉川 弥生 富岡 由里

西岡 由紀子 山中 裕子

原口 朝琴 野中 有紀子

深瀬 康江 谷村 薫

原・深 土・中

62 64

永谷 木綿子 土屋 和美

森本 菊枝 中津 綾

星野 真樹 永谷 木綿子

山戸 祐子 森本 菊枝

星・山 岩・栗

65 64

大谷 ゆり子 岩田 博子

北村 菜穂子 栗原 祐子

コンソレーション

３位決定戦

玉川 弥生 西岡 由紀子

61

64

本 戦 ド ロ ー

優 勝
鈴木 郷子 黒野 美詠子

初中級クラス優勝の方は同じペ
アでは出れません（初級以下は
ペアを変えても出れません）


