
早川　里帆 (E.T.C） 木村　澄子 (パール）

大野　道代 (E.T.C） 大阪　敬子 (BOA）

飯田　かおり （武豊ラッキーフレンズ） 65 63 千葉　由佳 (E.T.C）

清水　美和子
（武豊ラッキーフレンズ）

篠原　保予 (E.T.C）

杉原　典子 (HEART） 60 60 清水　幸子 （武豊ラッキーフレンズ）

杉山　富美栄 (HEART） 中川　美紀
（武豊ラッキーフレンズ）

宮下　佳菜子 (CTC） 60 63 藤野　小緒里 (スポルトTA）

伊藤　法子 (CTC） 梶川　千里 (ミラクル）

小泉　育子 (プリリーズ） 60 62 神谷　織絵 (ピース）

下川　賀栄 (プリリーズ） 下村　ゆき (ピース）

福庭　やよい (パール） 62 65 神谷　美喜代 (CTC)

土工　久美子 (パール） 小川　聖子 (CTC)

野沢　満澄 (HEART） 62 61 溝渕　理恵 (パール）

川瀬　よう子 (HEART） 萩原　啓子 (ラズベリー）

下村　久美子 (LOVE） 65 60 和久　博子 （スポルトTA）

水野　宏美 (LOVE） 63 島野　順子 （スポルトTA）

関口　恵子 (フリー） 62 60 深津　留理子 (スポルトTA）

廣本　祐喜子 (フリー） 佐野　麻由美 (スポルトTA）

中田　美文 （武豊ラッキーフレンズ） 64 64 小林　千恵 （さくら）

川尻　桂子
（武豊ラッキーフレンズ）

平松　美貴 （さくら）

三井　晃美 (HEART） 64 61 田浦　和美 （武豊ラッキーフレンズ）

内山　夕起子 (HEART） 竹内　喜久恵
（武豊ラッキーフレンズ）

永田　三千代 （スポルトTA） 62 61 小川　淳奈 (CTC)

三橋　つや （スポルトTA） 岡村　ひとみ (CTC)

丹波　友子 (CTC) 65 63 根崎　祥子 (ピース）

戸松　多香美 (CTC) 江本　佳子 (ピース）

町田　若菜 (パール） 63 61 加藤　陽子 (マット）

福田　妙乃 (パール） 萬井　直見 (パール）

山澤　文 (三皿テニス部） 60 61 安井　知子 (LOVE）

西田　志保 (テニスラウンジ鳴海） 宇井　祥子 (LOVE）

吉田　美穂子 （スポルトTA） 60 60 塩川　智美 (EtoF）

中村　千佐子 （スポルトTA） 金生　江理 (EtoF）

会場：あいち健康の森
緊急連絡先：スポルトテニスアカデミー（0562）-35-0158
雨天の場合、試合の有無の確認はスポルトテニスアカデミーお知らせブログをご覧ください。
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第6回　スポルトビギナーズカップ　初心の部
本戦
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（試合開始15分前までに受
付をすませてください。）

試合開始時間

20



早川　里帆 (E.T.C） 木村　澄子 (パール）

大野　道代 (E.T.C） 大阪　敬子 (BOA）

宮下　佳菜子 (CTC） 60 61 清水　幸子 （武豊ラッキーフレンズ）

伊藤　法子 (CTC） 中川　美紀
（武豊ラッキーフレンズ）

小泉　育子 (プリリーズ） 61 62 神谷　美喜代 (CTC)

下川　賀栄 (プリリーズ） 小川　聖子 (CTC)

野沢　満澄 (HEART） 64 63 溝渕　理恵 (パール）

川瀬　よう子 (HEART） 62 萩原　啓子 (ラズベリー）

中田　美文 （武豊ラッキーフレンズ） 65 65 小林　千恵 （さくら）

川尻　桂子
（武豊ラッキーフレンズ）

平松　美貴 （さくら）

三井　晃美 (HEART） 63 63 小川　淳奈 (CTC)

内山　夕起子 (HEART） 岡村　ひとみ (CTC)

丹波　友子 (CTC) 62 60 根崎　祥子 (ピース）

戸松　多香美 (CTC) 江本　佳子 (ピース）

山澤　文 (三皿テニス部） 65 61 安井　知子 (LOVE）

西田　志保 (テニスラウンジ鳴海） 宇井　祥子 (LOVE）
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コンソレーション

    1R 2R  SF    　　 F    　　  SF 2R 1R
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優勝 準優勝
飯田　かおり （武豊ラッキーフレンズ） 和久　博子 （スポルトTA）

清水　美和子
（武豊ラッキーフレンズ）

島野　順子 （スポルトTA）

第3位 コンソレーション入賞者
永田　三千代 （スポルトTA） 優勝
三橋　つや （スポルトTA） 早川　里帆 (E.T.C）

塩川　智美 (EtoF） 大野　道代 (E.T.C）

金生　江理 (EtoF） 準優勝
小林　千恵 （さくら）

平松　美貴 （さくら）

ベストドレッサー賞！！
神谷　織絵 (ピース）

下村　ゆき (ピース）

初心の部　入賞者


