
2022桑名杯　一般

A1 コート

1 ブロック 1 2 3 順位

長谷川 純子 太田レ

加藤 久子 太田レ

門田 奈緒子 MAT高崎

根岸 香 高水

遠藤 美喜子 ラブオール

武田 早苗 伊レ

A2 コート

2 ブロック 1 2 3 4 順位

佐々木 博子 伊レ

杉村 美紀代 ASUKA

色川 好美 太田レ

町田 明美 太田レ

町田 淑子 かすみ

松本 桂子 step

鈴木 清美 クレール

平 まゆみ クレール

A3 コート

3 ブロック 1 2 3 4 順位

高橋 明音 高水

金澤 理恵 一筆TC

反町 晴美 前レ

関本 夕美子 前レ

永山 直美 太田レ

阿久津 視地子 太田レ

田中 素子 キャンディ

山形 綾香 キャンディ

A4 コート

4 ブロック 1 2 3 4 順位

小川 順子 太田レ

佐々木 愛 太田レ

石井 園枝 一筆TC

売野 知子 一筆TC

中曽根 美恵子 WTA

小澤 文代 WTA

大山 夕香 グリンヒル

小澤 理恵 ルアン

A5 コート

5 ブロック 1 2 3 順位

浅沼 めぐみ tmコテツ

今井 芳枝 tmコテツ

岡部 恵子 step

星野 晴美 はーもにー

宇野 晶恵 太田レ

小林 しのぶ 太田レ
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2022桑名杯　一般

A6 コート

6 ブロック 1 2 3 順位

上村 千恵美 ALPHA

信澤 早苗 ALPHA

剣持 とみ江 エリス

八田 千春 ASUKA

萩原 八千代 ミナミ

柄澤 雄子 ラブオール

B1 コート

7 ブロック 1 2 3 順位

石関 ひとみ ラブオール

有坂 裕子 ラブオール

戸鹿野 和枝 キャンディ

浦田 美智子 キャンディ

伊平 久子 ミナミ

吉沢 和代 ミナミ

B2 コート

8 ブロック 1 2 3 順位

柴田 初代 あかぎ

杉本 多紀子 あかぎ

佐藤 圭子 前レ

熱田 こず恵 前レ

安達 典子 クレール

貫井 ますみ クレール

B3 コート

9 ブロック 1 2 3 順位

小堀 理恵 サークルM

伊能 恵 高水

橋本 弘美 あかぎ

塩原 恵利子 あかぎ

鈴木 奈々子 ソレイユ

春山 真弥 ラブオール

B4 コート

10 ブロック 1 2 3 順位

田村 かつ枝 一筆TC

相澤 美映 一筆TC

渡辺 香織 クレール

井上 優子 クレール

斎藤 恵子 ソレイユ

牛木 久子 ソレイユ

*3チームブロックにＷＯ・消化試合が発生した場合、4チームブロックから移動をお願いする事があります。
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2022桑名杯　スペシャル

A1 コート

1 ブロック 1 2 3 4 順位

加藤 理子 太田レ

加賀谷 英子 太田レ

茂木 綾 前レ

富田 さやか グリンヒル

茂木 節子 かすみ

竹澤 しのぶ かすみ

星野 友美 サークルM

丸山 美紀 ASUKA

A2 コート

2 ブロック 1 2 3 4 順位

兵藤 美香 前ク

根岸 典子 前ク

山﨑 八重子 ASUKA

大和 美幸 ASUKA

茂木 芳枝 太田レ

今井 由美子 あかぎ

瀧澤 万里子 ヴィーナス

松井 利恵子 ヴィーナス

A3 コート

3 ブロック 1 2 3 4 順位

草川 有里子 前ク

高田 英子 太田レ

栗原 美由紀 ASUKA

佐野 加代子 サンク

村井 香織 ヴィーナス

黒崎 美佐江 ミナミ

和田 千絵 step

大野 和子 スプレッド

A4 コート

4 ブロック 1 2 3 4 順位

柳井 恵子 あかぎ

長岡 愛 あかぎ

野村 亨恵 ルアン

石原 裕子 ルアン

奈良場 令子 エリス

荒井 みどり 太田レ

藤吉 智子 前ク

矢島 美子 一筆TC

A5 コート

5 ブロック 1 2 3 4 順位

福島 みち子 エリス

岩下 優子 サークルM

川村 優華 太田レ

平出 エリ子 太田レ

笹岡 桂子 渋ク

笠原 和歌子 ヴィーナス

細野 桂子 あかぎ

阿久津 節子 あかぎ
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2022桑名杯　スペシャル

B1・２ コート

6 ブロック 1 2 3 4 順位

根岸 敦子 ヴィーナス

鈴木 陽子 エリス

仁井田 美佳 さくらTC

中村 真弓 さくらTC

榎原 香織 ラブオール

渡邉 由美子 ミナミ

宇都宮 冨美子 スプレッド

小林 明子 グリンヒル

C1・２ コート

7 ブロック 1 2 3 順位

新井 仁美 一筆TC

大竹 真理子 一筆TC

栗原 せつ子 ASUKA

赤石 八重子 ASUKA

坂本 良江 前ク

小林 美咲子 エリス

C３・４ コート

8 ブロック 1 2 3 4 順位

石川 理絵 S・S

岩田 礼子 ヴィーナス

工藤 美和子 伊レ

関端 今朝美 伊レ

多田 ゆかり エリス

野口 英見 前レ

松田 菊江 さくらTC

佐藤 尚美 一筆TC

C5 コート

9 ブロック 1 2 3 順位

小林 知子 あかぎ

佐藤 真紀 前ク

下田 順子 ヴィーナス

千波 由佳里 MAT高崎

片柳 容子 太田レ

森田 康江 サークルM

C6 コート

10 ブロック 1 2 3 順位

椎名 若枝 太田レ

天笠 ちえ子 サークルM

星野 ゆかり 渋ク

埴田 芳江 前ク

石田 陽子 グリンヒル

深須 千代子 あかぎ

*3チームブロックにＷＯ・消化試合が発生した場合、4チームブロックから移動をお願いする事があります。
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佐藤 圭子 前レ

熱田 こず恵 前レ 門田 奈緒子

石関 ひとみ ラブオール 門田 奈緒子 根岸 香

有坂 裕子 ラブオール 根岸 香 61

門田 奈緒子 MAT高崎 64

根岸 香 高水 小堀 理恵

田村 かつ枝 一筆TC 伊能 恵

相澤 美映 一筆TC

0 小堀 理恵

BYE 0 伊能 恵

小堀 理恵 サークルM 62

伊能 恵 高水

浅沼 めぐみ tmコテツ 小堀 理恵

今井 芳枝 tmコテツ 浅沼 めぐみ 伊能 恵

0 今井 芳枝 65

BYE 0 60

町田 淑子 かすみ

松本 桂子 step 石井 園枝

上村 千恵美 ALPHA 石井 園枝 売野 知子

信澤 早苗 ALPHA 売野 知子 63

石井 園枝 一筆TC 62 石井 園枝

売野 知子 一筆TC 売野 知子

永山 直美 太田レ 62

阿久津 視地子 太田レ

★　3位決定戦 本大会　6月17日（金曜日）

門田 奈緒子 浅沼 めぐみ 東京都昭和の森テニスコート

根岸 香 今井 芳枝

浅沼 めぐみ 62 1 小堀 理恵 伊能 恵

今井 芳枝 2 石井 園枝 売野 知子

3 浅沼 めぐみ 今井 芳枝

60以上の部

代表者　　

戸鹿野 和枝 キャンディ

浦田 美智子 キャンディ 戸鹿野 和枝

渡辺 香織 クレール 渡辺 香織 浦田 美智子

井上 優子 クレール 井上 優子 51

小川 順子 太田レ WO

佐々木 愛 太田レ 柴田 初代

剣持 とみ江 エリス 杉本 多紀子

八田 千春 ASUKA 50

0 0 柴田 初代

BYE 0 杉本 多紀子

柴田 初代 あかぎ 53

杉本 多紀子 あかぎ

鈴木 清美 クレール 柴田 初代

平 まゆみ クレール 宇野 晶恵 杉本 多紀子

0 0 小林 しのぶ 53

BYE 0 52

宇野 晶恵 太田レ

小林 しのぶ 太田レ 宇野 晶恵

鈴木 奈々子 ソレイユ 反町 晴美 小林 しのぶ

春山 真弥 ラブオール 関本 夕美子 54

反町 晴美 前レ 53 反町 晴美

関本 夕美子 前レ 関本 夕美子

遠藤 美喜子 ラブオール 51

武田 早苗 伊レ

　霜垣　雪子　　新井　八恵子

10

11

12

7

8

9

4

5

6

1

2

3

12

一般　2位トーナメント 5ゲーム先取ノーアドバンテージ

9

10

11

6

7

8

3

4

5

一般　1位トーナメント 6ゲーム先取ノーアドバンテージ

1

2



長谷川 純子 太田レ 中曽根 美恵子

加藤 久子 太田レ 小澤 文代

0 50 中曽根 美恵子

BYE 0 小澤 文代

田中 素子 キャンディ 54

山形 綾香 キャンディ

中曽根 美恵子 WTA 伊平 久子

小澤 文代 WTA 吉沢 和代

色川 好美 太田レ 色川 好美 53

町田 明美 太田レ 町田 明美

安達 典子 クレール 53 伊平 久子

貫井 ますみ クレール 吉沢 和代

伊平 久子 ミナミ 伊平 久子 51

吉沢 和代 ミナミ 吉沢 和代

斎藤 恵子 ソレイユ 51 伊平 久子

牛木 久子 ソレイユ 吉沢 和代

高橋 明音 高水 52

金澤 理恵 一筆TC

0 0 佐々木 博子

BYE 0 杉村 美紀代

佐々木 博子 伊レ 佐々木 博子 52

杉村 美紀代 ASUKA 杉村 美紀代

橋本 弘美 あかぎ 54 萩原 八千代

塩原 恵利子 あかぎ 柄澤 雄子

岡部 恵子 step 岡部 恵子 51

星野 晴美 はーもにー 星野 晴美

大山 夕香 グリンヒル 52 萩原 八千代

小澤 理恵 ルアン 柄澤 雄子

0 52

BYE 0

萩原 八千代 ミナミ

柄澤 雄子 ラブオール
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柳井 恵子 あかぎ

長岡 愛 あかぎ 瀧澤 万里子

村井 香織 ヴィーナス 瀧澤 万里子 松井 利恵子

黒崎 美佐江 ミナミ 松井 利恵子 62

瀧澤 万里子 ヴィーナス 65

松井 利恵子 ヴィーナス 瀧澤 万里子

椎名 若枝 太田レ 松井 利恵子

天笠 ちえ子 サークルM 65

0 0 椎名 若枝

BYE 0 天笠 ちえ子

下田 順子 ヴィーナス 62

千波 由佳里 MAT高崎

新井 仁美 一筆TC 石川 理絵

大竹 真理子 一筆TC 新井 仁美 岩田 礼子

0 0 大竹 真理子 60

BYE 0 62

根岸 敦子 ヴィーナス

鈴木 陽子 エリス 石川 理絵

石川 理絵 S・S 石川 理絵 岩田 礼子

岩田 礼子 ヴィーナス 岩田 礼子 63

福島 みち子 エリス 61 石川 理絵

岩下 優子 サークルM 岩田 礼子

加藤 理子 太田レ 60

加賀谷 英子 太田レ

栗原 美由紀 ASUKA

佐野 加代子 サンク 小林 知子

星野 ゆかり 渋ク 小林 知子 佐藤 真紀

埴田 芳江 前ク 佐藤 真紀 51

小林 知子 あかぎ 54

佐藤 真紀 前ク 小林 知子

多田 ゆかり エリス 佐藤 真紀

野口 英見 前レ 54

0 0 榎原 香織

BYE 0 渡邉 由美子

榎原 香織 ラブオール 52

渡邉 由美子 ミナミ

兵藤 美香 前ク 兵藤 美香

根岸 典子 前ク 兵藤 美香 根岸 典子

0 0 根岸 典子 53

BYE 0 54

星野 友美 サークルM

丸山 美紀 ASUKA 兵藤 美香

坂本 良江 前ク 奈良場 令子 根岸 典子

小林 美咲子 エリス 荒井 みどり 53

奈良場 令子 エリス 50 細野 桂子

荒井 みどり 太田レ 阿久津 節子

細野 桂子 あかぎ 52

阿久津 節子 あかぎ
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片柳 容子 太田レ

森田 康江 サークルM 片柳 容子

栗原 せつ子 ASUKA 野村 亨恵 森田 康江

赤石 八重子 ASUKA 石原 裕子 51

野村 亨恵 ルアン 50

石原 裕子 ルアン 片柳 容子

和田 千絵 step 森田 康江

大野 和子 スプレッド 53

0 0 和田 千絵

BYE 0 大野 和子

山﨑 八重子 ASUKA 53

大和 美幸 ASUKA

茂木 綾 前レ 片柳 容子

富田 さやか グリンヒル 笹岡 桂子 森田 康江

0 0 笠原 和歌子 52

BYE 0 53

笹岡 桂子 渋ク

笠原 和歌子 ヴィーナス 笹岡 桂子

石田 陽子 グリンヒル 宇都宮 冨美子 笠原 和歌子

深須 千代子 あかぎ 小林 明子 52

宇都宮 冨美子 スプレッド 52 工藤 美和子

小林 明子 グリンヒル 関端 今朝美

工藤 美和子 伊レ 54

関端 今朝美 伊レ

1 2 3 順位

川村 優華

平出 エリ子

茂木 節子

竹澤 しのぶ

茂木 芳枝

今井 由美子

リーグ
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