
原　たけ子 （スポルトTA） 杉浦　鶴代 (マット）

安藤　昇子 （スポルトTA） 古久根　由里 (マット）

和佐田　由紀子 （武豊ラッキーフレンズ） 63 64 伊藤　豊美 （スポルトTA）

藤原　貴代
（武豊ラッキーフレンズ）

佐藤　祥子 （スポルトTA）

鈴木　直子 （スポルトTA） 63 64 坂野　隆子 （EtoF）

上原　英美 （スポルトTA） 小安　知佐 (ナイスレディ)

阿知波　亜由美 (ラズベリー） 63 63 小林　佳子 (フリー）

大場　尚美 (ラズベリー） 磯貝　典子 (みどり）

竹内　ひとみ （ハート） 63 64 竹内　志奈子 (フリー）

赤川　恵美 （ハート） 山本　直子 (フリー）

中尾　清美 （武豊ラッキーフレンズ） 65 63 増田　恵子 (日長オレンジ）

白木　裕子
（武豊ラッキーフレンズ）

佐名木　裕子 (日長オレンジ）

寒川　亜希子 （スポルトTA） 65 64 鈴置　貞子 (フリー）

杉山　朋美 (フリー） 小田　妙子 (フリー）

豆谷　三重 (諸の木TC） 63 65 船場　加代子 （スポルトTA）

油谷　睦子 (諸の木TC） 65 岡田　広美 （スポルトTA）

田中　るり子 (ナイトホーク） 64 62 川越　稲子 （エスペランスM）

高橋　弓里 (ナイトホーク） 稲生　美砂 （衣浦マリンTC）

橋本　千鶴 (フリー） 61 63 藤山　友美 (EtoF）

加藤　寿江 (諸の木TC） 藤井　純子 （EtoF）

平野　薫 （スポルトTA） 63 def 小野　里美 （スポルトTA）

川上　加寿美 （スポルトTA） 川崎　和美 （スポルトTA）

小田　知子 (MAKO） 63 61 野村　発子 （あさこラーズ）

新美　朋美 (MAKO） 高橋　志保里 （あさこラーズ）

山崎　恵美子 （スポルトTA） 60 60 松本　美幸 （スポルトTA）

竹内　清恵 （スポルトTA） 田中　三佐子 （スポルトTA）

矢羽田　恵子 (CTC) 64 62 岩崎　美保 (フリー）

大和田　せい子 (CTC) 中山　恵美 (フリー）

小林　洋子 (マット） 65 62 柴田　幸恵 （武豊ラッキーフレンズ）

都築　志のぶ (マット） 志宮　けさ代
（武豊ラッキーフレンズ）

戸田　みゆき (ナイスレディ） 62 65 伊藤　千香子 (ミルフィーユ)

内田　恵里奈 (ナイスレディ） 大嶋　斗南 (ミルフィーユ)

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　初級の部
本戦

    1R 2R 3R SF     F      SF 3R 2R 1R

1 17

2 18



和佐田　由紀子 （武豊ラッキーフレンズ） 伊藤　豊美 （スポルトTA）

藤原　貴代
（武豊ラッキーフレンズ）

佐藤　祥子 （スポルトTA）

阿知波　亜由美 (ラズベリー） 65 63 坂野　隆子 （EtoF）

大場　尚美 (ラズベリー） 小安　知佐 (ナイスレディ)

竹内　ひとみ （ハート） 62 62 竹内　志奈子 (フリー）

赤川　恵美 （ハート） 山本　直子 (フリー）

寒川　亜希子 （スポルトTA） 61 60 鈴置　貞子 (フリー）

杉山　朋美 (フリー） 64 小田　妙子 (フリー）

田中　るり子 (ナイトホーク） 61 64 藤山　友美 (EtoF）

高橋　弓里 (ナイトホーク） 藤井　純子 （EtoF）

平野　薫 （スポルトTA） 61 64 野村　発子 （あさこラーズ）

川上　加寿美 （スポルトTA） 高橋　志保里 （あさこラーズ）

山崎　恵美子 （スポルトTA） 64 61 松本　美幸 （スポルトTA）

竹内　清恵 （スポルトTA） 田中　三佐子 （スポルトTA）

小林　洋子 (マット） 63 63 柴田　幸恵 （武豊ラッキーフレンズ）

都築　志のぶ (マット） 志宮　けさ代
（武豊ラッキーフレンズ）
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コンソレーション

11 28

    1R 2R  SF    　　 F    　　  SF 2R 1R

2 18

4 19

5 21



優勝 準優勝
岩崎　美保 (フリー） 橋本　千鶴 (フリー）

中山　恵美 (フリー） 加藤　寿江 (諸の木TC）

第3位 コンソレーション入賞者
鈴木　直子 （スポルトTA） 優勝
上原　英美 （スポルトTA） 小林　洋子 (マット）
船場　加代子 （スポルトTA） 都築　志のぶ (マット）

岡田　広美 （スポルトTA） 準優勝
松本　美幸 （スポルトTA）

田中　三佐子 （スポルトTA）

初級の部　入賞者


