
初中級
主　催　コスモテニスカレッヂ 協　賛　

ヨネックス(株)

2022年11月11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
北原 久実 シンポウ

☆ 61 61 56 2-1 2
渡辺 朋子 NAS

2
二本柳 とも子 阪急大井TS

16 ☆ 46 46 0-3 4
生形 奈緒子 阪急大井TS

3
増田 昌子 ますだまさこフリー

16 64 ☆ 26 1-2 3
小栁 千秋 こやなぎちあきフリー

4
村本 有希子 高松ＬＴＣＳ

65 64 62 ☆ 3-0 1
久保田 幸子 高松ＬＴＣＳ

B　ブロック １ ２ ３ ４ 勝敗 順位

1
菊池 香織 フリー

優勝 64 62 64 3-0 1
真島 淳子 東台

2
安澤 里子 アンザワサトコルネサンス

46 ☆ 64 36 1-2 3
増田 奈々 マスダナナルネサンス

3
北村 菜穂子 フリー

26 46 ☆ 36 0-3 4
大谷 ゆり子 フリー

4
町田 彩 マチダアヤビッグK

46 63 63 準優勝 2-1 2
保泉 美織 ホイズミミオリタウンテニス大泉学園

C　ブロック １ ２ ３ ４ 勝敗 順位

1
栗原 美津子 たなかりつフリー

☆ 46 36 16 0-3 4
青木 裕希 あおきゆきフリー

2
長谷川 栄津子 ゼロ和光

64 ☆ 46 16 1-2 3
大塚 奈恵美 高松ＬＴＣＳ

3
土屋 和美 ツチヤカズミタウンテニス大泉学園

63 64 ☆ 26 2-1 2
中津 綾 ナカツアヤタウンテニス大泉学園

4
本田 絵里子 サントピア

61 61 62 ☆ 3-0 1
稲葉 淳子 サンズ

D　ブロック １ ２ ３ ４ 勝敗 順位

1
高橋 智美 南部ＴＣ

☆ 65 61 61 3-0 1
金子 夏枝 南部ＴＣ

2
扇田 真由美 オギダマユミゼロ和光

56 ☆ 62 56 1-2 3
福原 幸江 フクハラユキエ高島平インドア

3
森田 麻紀 高松ＬＴＣＳ

16 26 ☆ 06 0-3 4
河連 清美 高松ＬＴＣＳ

4
野中 有紀子 フリー

16 65 60  2-1 2
神谷 明子 フリー

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



本 戦 ド ロ ー 優勝おめでとうございます！！

2022年11月11日(金) 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）

初中級 QF SF F SF QF

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

 A-1 菊池・真島  D-1

村本 有希子 ６３ 高橋 智美

久保田 幸子 金子 夏枝

町・保 高・金

 B-2 61 64  C-2

町田 彩 土屋 和美

保泉 美織 中津 綾

町・保 菊・真

 D-2 61 62  A-2

野中 有紀子 北原 久実

神谷 明子 渡辺 朋子

本・稲 菊・真

 C-1 63 61  B-1

本田 絵里子 菊池 香織

稲葉 淳子 真島 淳子

３位決定戦

高橋・金子

６１

本田 絵里子 高橋 智美

稲葉 淳子 金子 夏枝

コンソレーション
二本柳 とも子 森田 麻紀

生形 奈緒子 河連 清美

安・生 森・河

62 65

安澤 里子 長谷川 栄津子

増田 奈々 大塚 奈恵美

増田 昌子 扇田 真由美

小栁 千秋 福原 幸江

北・大 扇・福

62 61

北村 菜穂子 栗原 美津子

大谷 ゆり子 青木 裕希

本戦終了　　　：　　


