
伊倉真紀子 (MAKO） 丹波友子 （CTC）

小泉育子 (ゆめ） 戸松多香美 (CTC）

bye 60 61 廣瀬みさ （ティアラ会）

bye 坂野早苗 （ティアラ会）

神谷亜也子 （ティアラ会） 62 竹内京子 (wing)

各務幸恵 （ティアラ会） 64 小島宏美 (wing）

杉原典子 (HEART） 61 内山夕起子 （HEART）

杉山富美栄 (HEART） 増田紫乃 （HEART）

小川淳奈 (BOA） 62
63 61 関三世子 （EtoF）

萩原啓子 （パール） 竹内江津子 （EtoF）

吉谷英子 （ウィナーズ） 60 古閑理絵 （CTC）

岡田里香 （ウィナーズ） 伊藤法子 （CTC）

野沢満澄 （HEART） 62 溝渕理恵 （パール）

川瀬よう子 （HEART） 尾関典子 （パール）

木下　恵 （ティアラ会） 64 60 櫻井仁美 (CTC）

藤井　舞 （ティアラ会） 6 5 山本万美 (CTC）

梶川千里 (BOA） 63 62 千葉由佳 (e.t.c）

藤野小緒里 （スポルトTA） 63 65 早川里帆 (e.t.c）

宮下佳菜子 (CTC） 大野道代 (e.t.c）

佐藤智美 (CTC） 篠原保予 (e.t.c）

神谷明美 (HEART） 64
63 川尻桂子 （武豊ラッキーフレンズ）

三井晃美 (HEART） 中田美文
（武豊ラッキーフレンズ）

安井知子 (LOVE） 61 60 64 田中亜紀子 （ティアラ会）

木村澄子 (パール） 深尾和子 （ティアラ会）

佐野芳恵 （EtoF） 61 岡村ひとみ (CTC）

判家　薫 （EtoF） 比嘉敦子 (CTC）

栗山恵里 （ティアラ会） 64 森山敦子 (CTC）

玄田朋美 （ティアラ会） 成田友紀 (CTC）

山本美和 （アクトス） 63 64 62 千葉美歩 (ナイスレディ）

柴田礼子 （アクトス） 深津留理子 (スポルトTA）

奥村由美子 (CTC） 64 金森加代 （EtoF）

神谷美喜代 (CTC） 井野幸香 (MAKO）

小林千恵 （さくら） 61 61 61 加藤陽子 (MAT）

平松美貴 （さくら） 64 萬井直見 (パール）

福田妙乃 （パール） 65 山本佐和子 (フリー）

町田若奈 （ゆめ） 司馬宇多子 (フリー）

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。

9:00 （試合開始15分前までに受付を
すませてください。）10:00
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第7回　スポルトビギナーズカップ　初心の部

本戦

    1R 2R 3RQF SF   F SF QF 3R 2R 1R

1
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試合開始時間
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3113

16

1～9、11～22、25、26、34、35
10、23、24、27、28～33、36

17

18

14

　
吉
谷
英
子

6
岡
田
里
香



廣瀬みさ （ティアラ会）

坂野早苗 （ティアラ会）

神谷亜也子 （ティアラ会） 61

各務幸恵 （ティアラ会） 60

内山夕起子 （HEART）

増田紫乃 （HEART）

小川淳奈 (BOA） 62 60

萩原啓子 （パール）

古閑理絵 （CTC）

伊藤法子 （CTC）

野沢満澄 （HEART）

川瀬よう子 （HEART）

木下　恵 （ティアラ会） 64 60 櫻井仁美 (CTC）

藤井　舞 （ティアラ会） 6 5 山本万美 (CTC）

62 62

川尻桂子 （武豊ラッキーフレンズ）

中田美文
（武豊ラッキーフレンズ）

安井知子 (LOVE） 65 60 田中亜紀子 （ティアラ会）

木村澄子 (パール） 深尾和子 （ティアラ会）

栗山恵里 （ティアラ会） 森山敦子 (CTC）

玄田朋美 （ティアラ会） 成田友紀 (CTC）

64 35ret

奥村由美子 (CTC）

神谷美喜代 (CTC）

小林千恵 （さくら） 64 60 加藤陽子 (MAT）

平松美貴 （さくら） 63 萬井直見 (パール）

山本佐和子 (フリー）

司馬宇多子 (フリー）

2 20

3 21

コンソレーション
    1R 2R 3RQF SF   F SF QF 3R 2R 1R

1 19

6 24

7 25

4 22

5 23

10 28

11 29

8 26

9 27

32

15 33

12 30

13 31

18 36
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14



初心優勝　吉谷・岡田組（ウイナーズ） 初心準優勝　大野・篠原組（e.t.c）

初心ベスト4　福田・町田組（パール・ゆめ） 初心ベスト4　竹内・小島組（wing）

初心入賞者 初心コンソレーション優勝
奥村・神谷組（CTC）

おそろいウエアで盛り上げてくれました！！
CTCの皆様！！

入賞者・賞


