
司馬宇多子 (Ivy) 岡田宏美 (スポルトTA)

小川喜代美 (Ivy) 船場加代子 (スポルトTA)

65 西村八千穂 (West's)

岩田真由美 (West's)

瀧田里美 （衣浦マリン）
65 65 藤井三和子 （エスペランスM）

中山麻衣 （衣浦マリン） 太田恵子 （フリー）

新美淑絵 (2プラスO）
60 63 伊藤千香子 (ウインズ)

犬飼陽子 (2プラスO） 阿知波亜由美 (ウインズ)

竹内志奈子 (West's)
65 63 杉浦利江子 （衣浦マリン）

東岡みどり (チョコチップ) 稲生美砂 （エスペランスM）

宮岡奈津子 (スポルトTA)
61 65 下村ゆき (スポルトTA)

佐野真由美 (スポルトTA) 土屋光代 (スポルトTA)

吉谷英子 (MAT)
61 61 林玉巳 （衣浦マリン）

岡田里香 (MAT) 吉永かよ子 （エスペランスM）

安藤昇子 (スポルトTA)
65 6 3 60 田代美映 (フリー）

牧野容子 (フリー) 63 61 成原律子 (フリー）

佐藤祥子 (スポルトTA) 町田若菜 （パール）

稲垣千絵子 (諸の木TC) 小泉育子 （パール）

木村礼子 (フリー)
61 65 大野道代 (e.t.c）

小川淳奈 (フリー) 篠原保予 (e.t.c）

白木裕子 (武豊ラッキーフレンズ)
61 61 江藤明美 （エスペランスM）

中尾清美 (武豊ラッキーフレンズ) 飯田かおり (スポルトTA)

田渕朋香 （MAT）
61 63 橘慶子 (West's)

小川智子 （オリーブ） 小倉あゆみ (West's)

永田三千代 (スポルトTA)
62 60 石橋由美子 (シャラポワテニスクラブ）

吉田美穂子 (スポルトTA) 中根千亜紀
(シャラポワテニスクラブ）

竹内江津子 (EtoF）
60 62 原由希恵 （フリー）

関三世子 (EtoF) 熊谷みゆき （チームMAKO）

山本佐和子 (Ivy)
60 61

関口恵子 (Ivy)

牧ゆみ子 (スポルトTA)
61 本間有香 (スポルトTA)

阿倉純子 (スポルトTA) 廣本祐喜子 (2プラスO)

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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岩田真由美 (West's)

瀧田里美 （衣浦マリン）
61 藤井三和子 （エスペランスM）

中山麻衣 （衣浦マリン） 太田恵子 （フリー）

60 63

宮岡奈津子 (スポルトTA) 下村ゆき (スポルトTA)

佐野真由美 (スポルトTA) 土屋光代 (スポルトTA)

吉谷英子 (MAT)
60 60 林玉巳 （衣浦マリン）

岡田里香 (MAT) 吉永かよ子 （エスペランスM）

6 2

60 62

佐藤祥子 (スポルトTA) 町田若菜 （パール）

寒川亜希子 (諸の木TC) 小泉育子 （パール）

64 61

田渕朋香 （MAT） 橘慶子 (West's)

小川智子 （オリーブ） 小倉あゆみ (West's)

62 62

竹内江津子 (EtoF） 原由希恵 （フリー）

関三世子 (EtoF) 熊谷みゆき （チームMAKO）

山本佐和子 (Ivy)
65

関口恵子 (Ivy)
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表彰者

初中級の部入賞者集合 初中級の部優勝
田代美映(フリー)
成原律子(フリー)

初中級の部準優勝
安藤昇子(スポルトTA）

牧野容子(フリー)

初中級の部ベスト4
白木裕子・中尾清美（武豊ラッキーフレンズ）

本間有香（スポルトTA）・廣本祐喜子（2プラスO）

初中級の部コンソレ優勝
藤井三和子（エスペランスM）

太田恵子（フリー）

申込一番賞
司馬宇多子（IVY）
小川喜代美（IVY）


