
2022ベテラーノ群馬県大会

１・２・３ コート

1 ブロック 1 2 3 4 順位

笹岡 桂子 渋ク

笠原 和歌子 ヴィーナス

山﨑 八重子 ASUKA

大和 美幸 ASUKA

宮田 咲子 沼グリ

増子 はるみ 沼グリ

五十嵐 富江 太田レ

富宇賀 正江 太田レ

１・２・３ コート

2 ブロック 1 2 3 4 順位

荻原 清江 ヴィーナス

金井 すみ子 さくらTC

宮崎 ゆかり 一筆TC

小暮 麻実子 一筆TC

井上 和香子 フリー

石川 博子 東太田

杉村 美紀代 ASUKA

竹澤 しのぶ かすみ

４・５・６ コート

3 ブロック 1 2 3 4 順位

堀田 しづ子 高水

吉田 敦美 高水

松田 菊江 さくらTC

橋本 文江 前ク

武内 純子 太田レ

天笠 ちえ子 サークルМ

岩松 幸子 かすみ

倉上 圭子 かすみ

４・５・６ コート

4 ブロック 1 2 3 4 順位

園田 恵子 サークルМ

正田 和子 サークルМ

山田 滋子 一筆TC

鷺坂 京子 一筆TC

小林 久美子 あかぎ

奈良 千春 エリス

宮本 宏子 太田レ

鳥海 キクエ 太田レ

7 コート

5 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

神藤 仲子 太田レ

永井 喜久子 前レ

和田 千絵 step

松本 桂子 step

関端 今朝美 伊レ

粕川 玲子 あかぎ
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2022ベテラーノ群馬県大会

8 コート

6 ブロック 1 2 3 4 順位

蝦澤 一子 サークルМ

渡辺 公子 サークルМ

野崎 てる子 太田レ

細川 清美 フリー

栗原 美由紀 ASUKA

佐野 加代子 サンク

高木 久美 ミナミ

剣持 とみ江 ミナミ

9 コート

7 ブロック 1 2 3 4 順位

鈴木 陽子 エリス

阿久津 節子 あかぎ

霜垣 雪子 T・T・C

新井 八惠子 沼グリ

吉沢 和代 ミナミ

伊平 久子 ミナミ

中島 みどり 太田レ

高橋 佐都美 太田レ

10 コート

8 ブロック 1 2 3 4 順位

酒谷 由美子 高水

栗山 道代 高水

内田 由喜江 フリー

木村 則子 フリー

平出 エリ子 太田レ

茂木 芳枝 太田レ

栗原 せつ子 ASUKA

赤石 八重子 ASUKA

１１・１２ コート

9 ブロック 1 2 3 順位

村上 節子 前橋友遊

橋本 晴美 ヴィーナス

深須 千代子 あかぎ

塚本 智恵子 あかぎ

中里 光枝 サークルМ

金子 富江 サークルМ

１１・１２ コート

10 ブロック 1 2 3 順位

根岸 敦子 ヴィーナス

六本木 由美子 高水

前澤 康江 スダカップ

江泉 晴代 スダカップ

町田 淑子 かすみ

山根 孝子 step

１１・１２ コート

11 ブロック 1 2 3 順位

茂木 佳二代 太田レ

高田 英子 太田レ

星野 ゆかり 渋ク

埴田 芳江 前ク

中村 孝子 ヴィーナス

小野 正江 フリー

*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。

78 33 18

87 22 28

82 81 11

78 33 08

87 22 18

81 80 11

83 23 08

38 32 28

82 80 1

3

1

4 26 61 06

62 60 2

4

3 06

2 06 26 16

60 60 62 1

2

1

4 26 63 65

60 56 3

4

3 36

2 16 06 36

61 63 62 1

2

1

4 26 62 64

36 46 4

3

3 46

2 36 63 26

63 64 62 11



決勝のみ６ゲーム先取ノーアドバンテージ

茂木 佳二代 太田レ 村上 節子

高田 英子 太田レ 橋本 晴美

園田 恵子 サークルМ 村上 節子 51

正田 和子 サークルМ 橋本 晴美

村上 節子 前橋友遊 51 村上 節子

橋本 晴美 ヴィーナス 橋本 晴美

酒谷 由美子 高水 54

栗山 道代 高水

0 0 酒谷 由美子

BYE 0 栗山 道代

笹岡 桂子 渋ク 51 根岸 敦子

笠原 和歌子 ヴィーナス 六本木 由美子

鈴木 陽子 エリス 根岸 敦子 61

阿久津 節子 あかぎ 六本木 由美子

根岸 敦子 ヴィーナス 根岸 敦子 52

六本木 由美子 高水 六本木 由美子

荻原 清江 ヴィーナス 51 根岸 敦子

金井 すみ子 さくらTC 六本木 由美子

武内 純子 太田レ 蝦澤 一子 51

天笠 ちえ子 サークルМ 渡辺 公子

蝦澤 一子 サークルМ 53 蝦澤 一子

渡辺 公子 サークルМ 渡辺 公子

神藤 仲子 太田レ 52

永井 喜久子 前レ

中里 光枝 サークルМ 星野 ゆかり

金子 富江 サークルМ 埴田 芳江

星野 ゆかり 渋ク 星野 ゆかり 40

埴田 芳江 前ク 埴田 芳江

高木 久美 ミナミ 43 星野 ゆかり

剣持 とみ江 ミナミ 埴田 芳江

室田 ひとみ ヴィーナス 43

下山 さか枝 スプレッド

0 0 堀田 しづ子

BYE 0 吉田 敦美

堀田 しづ子 高水 40 星野 ゆかり

吉田 敦美 高水 埴田 芳江

井上 和香子 フリー 平出 エリ子 40

石川 博子 東太田 茂木 芳枝

平出 エリ子 太田レ 平出 エリ子 40

茂木 芳枝 太田レ 茂木 芳枝

中島 みどり 太田レ 43 平出 エリ子

高橋 佐都美 太田レ 茂木 芳枝

前澤 康江 スダカップ 山﨑 八重子 41

江泉 晴代 スダカップ 大和 美幸

山﨑 八重子 ASUKA 41 山田 滋子

大和 美幸 ASUKA 鷺坂 京子

山田 滋子 一筆TC 42

鷺坂 京子 一筆TC

11

12

8

9

10

5

6

7

2

3

4

12

2位トーナメント 4ゲーム先取ノーアドバンテージ

1

9

10

11

6

7

8

3

4

5

1位トーナメント 5ゲーム先取ノーアドバンテージ

1

2



杉村 美紀代 ASUKA 中村 孝子

竹澤 しのぶ かすみ 小野 正江

中村 孝子 ヴィーナス 中村 孝子 40

小野 正江 フリー 小野 正江

深須 千代子 あかぎ 43 中村 孝子

塚本 智恵子 あかぎ 小野 正江

宮田 咲子 沼グリ 41

増子 はるみ 沼グリ

0 0 吉沢 和代

BYE 0 伊平 久子

吉沢 和代 ミナミ 42 栗原 せつ子

伊平 久子 ミナミ 赤石 八重子

和田 千絵 step 栗原 せつ子 01 RET

松本 桂子 step 赤石 八重子

宮本 宏子 太田レ 栗原 せつ子 42

鳥海 キクエ 太田レ 赤石 八重子

栗原 せつ子 ASUKA 43 栗原 せつ子

赤石 八重子 ASUKA 赤石 八重子

野崎 てる子 太田レ 町田 淑子 43

細川 清美 フリー 山根 孝子

町田 淑子 かすみ 42 松田 菊江

山根 孝子 step 橋本 文江

松田 菊江 さくらTC 41

橋本 文江 前ク

霜垣 雪子 T・T・C

新井 八惠子 沼グリ

0 0

BYE 0

0 0 霜垣 雪子

BYE 0 新井 八惠子

小林 久美子 あかぎ 40

奈良 千春 エリス

0 0 小林 久美子

BYE 0 奈良 千春

岩松 幸子 かすみ 41 関端 今朝美

倉上 圭子 かすみ 粕川 玲子

内田 由喜江 フリー 関端 今朝美 43

木村 則子 フリー 粕川 玲子

0 0 43

BYE 0

関端 今朝美 伊レ 関端 今朝美

粕川 玲子 あかぎ 粕川 玲子

栗原 美由紀 ASUKA 43

佐野 加代子 サンク

0 0 五十嵐 富江

BYE 0 富宇賀 正江

五十嵐 富江 太田レ 42

富宇賀 正江 太田レ
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