
seed 1R 2R QF SF F

1 ① 佐藤 知栄 前ク

佐藤 真紀 前ク

2 BYE 0 佐藤 知栄

0 0 佐藤 真紀

3 柴田 初代 あかぎ 柴田 初代 86

佐藤 美和 あかぎ 佐藤 美和

4 境 靖子 太田レ 81 佐藤 知栄

町田 明美 太田レ 佐藤 真紀

5 野村 亨恵 ルアン 野村 亨恵 86

石原 裕子 ルアン 石原 裕子

6 金澤 理恵 一筆TC 85 大澤 幸子

石丸 あかり 一筆TC 園田 恵子

7 藤澤 真由美 エリス 大澤 幸子 85

野口 英見 前レ 園田 恵子

8 大澤 幸子 サークルМ 85 佐藤 知栄

園田 恵子 サークルМ 佐藤 真紀

9 杉村 美紀代 ASUKA 84

佐藤 とも江 ルアン

10 BYE 0 川村 優華

0 0 佐藤 多恵子

11 田村 かつ枝 一筆TC 川村 優華 81

島田 由美子 つくし会 佐藤 多恵子

12 川村 優華 太田レ 82 川村 優華

佐藤 多恵子 MATインドア 佐藤 多恵子

13 石井 園枝 一筆TC 石井 園枝 75 RET

売野 知子 一筆TC 売野 知子

14 長谷川 純子 太田レ 86 石井 園枝

加藤 久子 太田レ 売野 知子

15 BYE 0 84

0 0

16 ③④ 茂木 綾 前レ 星野 友美

石関 ひとみ ラブオール 丸山 美紀

17 ③④ 吉原 貴子 伊レ 84

吉津 啓子 前ク

18 BYE 0 大野 由美

0 0 大野 陽香

19 鈴木 奈々子 ソレイユ 大野 由美 82

春山 真弥 ラブオール 大野 陽香

20 大野 由美 スプレッド 84 大野 由美

大野 陽香 スプレッド 大野 陽香

21 吉沢 和代 ミナミ 山﨑 八重子 83

伊平 久子 ミナミ 大和 美幸

22 山﨑 八重子 ASUKA 84 山﨑 八重子

大和 美幸 ASUKA 大和 美幸

23 BYE 0 87

0 0

24 高橋 明音 高水 星野 友美

有坂 裕子 ラブオール 丸山 美紀

25 小林 しのぶ 太田レ 81

色川 好美 太田レ

26 BYE 0 遠藤 美喜子

0 0 武田 早苗

27 遠藤 美喜子 ラブオール 遠藤 美喜子 82

武田 早苗 伊レ 武田 早苗

28 栗原 美由紀 ASUKA 85 星野 友美

小林 久美子 あかぎ 丸山 美紀

29 樋口 暢子 ソレイユ 和田 千絵 81

斎藤 恵子 ソレイユ 松本 桂子

30 和田 千絵 step 84 星野 友美

松本 桂子 step 丸山 美紀

31 BYE 0 84

0 0

32 ② 星野 友美 サークルМ

丸山 美紀 ASUKA

3位決定戦
川村 優華 太田レ 川村 優華

佐藤 多恵子 MATインドア 佐藤 多恵子

大野 由美 スプレッド 85

大野 陽香 スプレッド

一般　組合せ 8ゲーム先取ノーアドバンテージ
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50歳以上の部 C１・２ コート

50-1 ブロック 1 2 3 4 順位

萩原 由美子 前ク

大出 和子 サークルМ

長岡 愛 あかぎ

柳井 恵子 あかぎ

梅原 久代 一筆TC

野口 克江 S・S

加藤 理子 太田レ

加賀谷 英子 太田レ

50歳以上の部 C３ コート

50-2 ブロック 1 2 3 順位

田村 恵子 サークルМ

中原 牧子 S・S

小川 順子 太田レ

宇野 晶恵 太田レ

瀧澤 万里子 ヴィーナス

小此木 忍 前ク

３リーグは８ゲーム先取ノーアドバンテージ

55歳以上の部 B１・２ コート

55-1 ブロック 1 2 3 4 5 順位

岩下 優子 サークルМ

椎名 若枝 太田レ

佐々木 博子 伊レ

村岡 初枝 伊レ

小林 知子 あかぎ

細野 桂子 あかぎ

山澤 直美 沼グリ

根岸 真弓 ラブオール

兵藤 美香 前ク

中村 陽子 ALPHA

5チームブロックの試合順　　　1-2　3-4　1-5　2-3　4-5　1-3　2-4　3-5　1-4　2-5

55歳以上の部 B３・４ コート

55-2 ブロック 1 2 3 4 5 順位

袋井  亜由美 S・S

小林 富美子 高水

岡庭 みどり 前レ

柳谷 朋子 WTA

奈良場 令子 エリス

荒井 みどり 太田レ

石田 陽子 グリンヒル

中山 由美子 サークルМ

上村 千恵美 ALPHA

信澤 早苗 ALPHA

5チームブロックの試合順　　　1-2　3-4　1-5　2-3　4-5　1-3　2-4　3-5　1-4　2-5
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60歳以上の部 A1・２ コート

60-1 ブロック 1 2 3 4 順位

妹尾 尚美 エリス

蝦澤 一子 サークルМ

平出 エリ子 太田レ

茂木 芳枝 太田レ

小暮 麻実子 一筆TC

矢島 美子 一筆TC

町田 淑子 かすみ

佐野 加代子 サンク

60歳以上の部 A３・４ コート

60-2 ブロック 1 2 3 4 順位

茂木 佳二代 太田レ

高田 英子 太田レ

石垣 由紀子 あかぎ

深須 千代子 あかぎ

中嶋 のり子 エリス

奈良 千春 エリス

大野 和子 スプレッド

出牛 貴江 スプレッド

60歳以上の部 A5 コート

60-3 ブロック 1 2 3 順位

星野 ゆかり 渋ク

埴田 芳江 前ク

武内 純子 太田レ

天笠 ちえ子 サークルМ

酒谷 由美子 高水

松本 さち子 高水

60歳以上の部 A6 コート

60-4 ブロック 1 2 3 順位

松田 菊江 さくらTC

小林 明子 グリンヒル

栗原 せつ子 ASUKA

赤石 八重子 ASUKA

橋本 文江 前ク

佐藤 尚美 一筆TC

65歳以上の部 Ｃ４・５ コート

65-1 ブロック 1 2 3 4 順位

室田 ひとみ ヴィーナス

下山 さか枝 スプレッド

橋本 晴美 ヴィーナス

神沢 富士江 高水

宮崎 ゆかり 一筆TC

神藤 仲子 太田レ

関端 今朝美 伊レ

粕川 玲子 あかぎ

70歳以上の部 C６ コート

70 ブロック 1 2 3 4 順位

正田 和子 サークルМ

新井 和江 ミナミ

荻原 清江 ヴィーナス

亀田 政栄 高水

堀田 しづ子 高水

金子 むつ枝 あかぎ

中里 光枝 サークルМ

金子 富江 サークルМ
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50歳以上決勝 優　勝

梅原 久代 一筆TC 田村 恵子

野口 克江 S・S 中原 牧子

田村 恵子 サークルМ 60

中原 牧子 S・S

55歳以上決勝 優　勝

小林 知子 あかぎ 袋井  亜由美

細野 桂子 あかぎ 小林 富美子

袋井  亜由美 S・S 62

小林 富美子 高水

60歳以上決勝トーナメント 優　勝

茂木 佳二代 太田レ 妹尾 尚美

高田 英子 太田レ 蝦澤 一子

妹尾 尚美 エリス 60 妹尾 尚美

蝦澤 一子 サークルМ 蝦澤 一子

星野 ゆかり 渋ク 星野 ゆかり 61

埴田 芳江 前ク 埴田 芳江

橋本 文江 前ク 63

佐藤 尚美 一筆TC

65歳以上 優　勝

室田ひとみ

下山さか枝

70歳以上 優　勝

正 田 和 子

新 井 和 江


