
初中級 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！！

2023年3月8日(水) ダンロップスポーツ(株) 2023年3月8日(水) 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）

A　ブロック １ ２ ３ ４ 勝敗 順位 初中級 QF SF F SF QF

1
久家 愉美子 クゲ ユミコ高松ＬＴＣＳ

☆ 26 65 16 1-2 4 優 勝 ぜひお二人で！中級クラスのご参加
お待ちしております

塩野 千夏子 シオノ チカコ高松ＬＴＣＳ  A-1 守岡・佐々木  D-1

2
小鴨 正子 オガモマサコフリー

62 ☆ 46 65 2-1 2
小林 かおる 61 中嶋 朱里

松本 章子 マツモトショウコフリー 中島 尚子 沖山 幸恵

3
小林 かおる コバヤシカオルフリー

56 64 ☆ 62 2-1 1
小・中 中・沖

中島 尚子 ナガジマナオコフリー  B-2 65 65  C-2

4
安澤 里子 ルネサンス経堂

61 56 26 ☆ 1-2 3
小寺 江利子 渡辺 朋子

小柳 千秋 フリー 前川 俊美 北原 久実

守・佐 中・沖

B　ブロック １ ２ ３ ４ 勝敗 順位  D-2 63 64  A-2

1
小寺 江利子 コデラエリコPCA

☆ 63 61 46 2-1 2
土屋 和美 小鴨 正子

前川 俊美 マエカワトシミPCA 菅原 麻衣 松本 章子

2
高柳 由紀 タカヤナギユキフラワーズ

36 ☆ 16 16 0-3 4
守・佐 小・松

藤木 智子 フジキトモコ高松ＬＴＣＳ  C-1 63 60  B-1

3
初川 雅子 フリー

16 61 ☆ 36 1-2 3
守岡 恵子 赤倉 亜矢子

小山 美香 フリー 佐々木 純子 岡部 文

4
赤倉 亜矢子 アカクラアヤコフリー

64 61 63 ☆ 3-0 1
３位決定戦

岡部 文 オカベアヤフリー

小鴨・松本

C　ブロック １ ２ ３ ４ 勝敗 順位 64

1
永谷 木綿子 ノア

☆ 46 26 56 0-3 4
小林 かおる 小鴨 正子

川辺 道子 ノア 中島 尚子 松本 章子

2
木村 幸子 キムラサチコ東台

64 ☆ 65 16 2-1 3
豊山 朋子 トヨヤマトモコ東台 コンソレーション

3
守岡 恵子 モリオカケイコフラワーズ

62 56 優勝 62 2-1 1
安澤 里子 田中 律

佐々木 純子 ササキジュンコ高松ＬＴＣＳ 小柳 千秋 栗原 美津子

4
渡辺 朋子 ＮＡＳ

65 61 26 ☆ 2-1 2
安・小 田・栗

北原 久実 シンポウ 64 62

高柳 由紀 永谷 木綿子

D　ブロック １ ２ ３ ４ 勝敗 順位 藤木 智子 川辺 道子

1
田中 律 タナカリツフリー

☆ 56 36 60 1-2 3
栗原 美津子 クリハラミツコフリー

2
土屋 和美 ツチヤカズミタウンテニス大泉学園

65 ☆ 26 62 2-1 2
星野 真樹 久家 愉美子

菅原 麻衣 スガワラマイコートピア大泉 山戸 祐子 塩野 千夏子

3
中嶋 朱里 なかしまあけりTennis Sunrise

63 62 準優勝 64 3-0 1
木・豊 久・塩

沖山 幸恵 オキヤマ ユキエTennis Sunrise 62 61

4
星野 真樹 ホシノマキ神宮外苑ＴＣ

06 26 46 ☆ 0-3 4
木村 幸子 初川 雅子

山戸 祐子 ヤマトユウコ高松ＬＴＣＳ 豊山 朋子 小山 美香


