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3333 5555

　岡本 亜矢子(butterflyeffect)
  小澤 あゆみ(butterflyeffect)

　林　優子（グリーン長岡）
  松永　美樹（グリーン長岡）

  山口  登紀子(フリー)
  清水  恵(フリー)

　松井  由美(セレッソ)
  澤田  ますみ（アクアブルー）

　小森 みち代(butterflyeffect)
  城戸 隆子(butterflyeffect)

　大槻　幸子（アゼリア）
  加藤　真由子(フリー )

　今村　真理子(フリー)
  後藤　信子（アクアブルー）

　藤田 桂子(フリー)
  林 梢(フリー)

  小森  小森  小森  小森 みちみちみちみち代代代代((((butterflyeffectbutterflyeffectbutterflyeffectbutterflyeffect))))
  城戸 隆子  城戸 隆子  城戸 隆子  城戸 隆子((((butterflyeffectbutterflyeffectbutterflyeffectbutterflyeffect))))

  今村　真理子(フリー)
  後藤　信子（アクアブルー）

　　　　岡本 亜矢子岡本 亜矢子岡本 亜矢子岡本 亜矢子((((butterflyeffectbutterflyeffectbutterflyeffectbutterflyeffect))))
  小澤   小澤   小澤   小澤 あゆみあゆみあゆみあゆみ((((butterflyeffectbutterflyeffectbutterflyeffectbutterflyeffect))))

 藤田 桂子(フリー)
  林 梢(フリー)
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　　　　優勝優勝優勝優勝　　　　 古河古河古河古河　　　　沙葵沙葵沙葵沙葵((((TEAM KOMADATEAM KOMADATEAM KOMADATEAM KOMADA))))

　　５位-６位決定戦 6 　　　　　　　　　　　　　　　　 青田青田青田青田　　　　結夢結夢結夢結夢((((AIAIAIAIテニスクラブテニスクラブテニスクラブテニスクラブ))))

　　⑪ 　　　 ⑦
6 0000 　　　　準優勝準優勝準優勝準優勝 今泉今泉今泉今泉　　　　直子直子直子直子（（（（グリーングリーングリーングリーン長岡長岡長岡長岡））））

野村野村野村野村　　　　沢美沢美沢美沢美（（（（グリーングリーングリーングリーン長岡長岡長岡長岡））））
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　原 博美(炭山)
  豊福 典子(アレック)

　高林 千賀子(butterflyeffect)
  中西 尚美(butterflyeffect)

　古河　沙葵(TEAM KOMADA)
  青田　結夢(AIテニスクラブ)

  延川 知恵(フレッシュ)
  川端  登喜(フレッシュ)

　松山  千帆(嵐山TS)
  中川  愛(嵐山TS

  今泉　直子（グリーン長岡）
  野村　沢美（グリーン長岡）

　伊藤　裕貴（lady bird）
  大西　有美（ジャック）

　小林  ゆかり(リバー)
  村上  良子(フリー)

  松山  千帆(嵐山TS)
  中川  愛(嵐山TS

  伊藤　裕貴（lady bird）
  大西　有美（ジャック）

　原 博美(炭山)
  豊福 典子(アレック)

　小林  ゆかり(リバー)
  村上  良子(フリー)
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 ５位-６位決定戦 6 　　　　　　　　　　　　　　　　 谷村　幾世（アクアブルー）

⑪ ⑦ 　　　　準優勝準優勝準優勝準優勝

6 1 山本  佳子（フリー）

6 野村 砂貴子（フリー）
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　　　　　　　　３３３３位位位位 児玉  まゆみ(アジュール)

6  森  由美子(アジュール)

3333 　　　　　　⑩ 　　　⑥ 2222
6

④ 1111
4444 三位決定戦三位決定戦三位決定戦三位決定戦
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　⑫　　　　　７７７７位位位位----８８８８位決定戦位決定戦位決定戦位決定戦
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          ｄeｆｆ 4444

  児玉  まゆみ(アジュール)
  森  由美子(アジュール)

　青木　有美(炭山)
  前川　尚美(炭山)

  大塚　真理子(フリー)
  谷村　幾世（アクアブルー）

　黒田 雅子(Butterflyeffect)
  西坂 芳実(Butterflyeffect)

　井上　キミヨ(丹波クラブ)
  上島　幸代(フリー)

　山本  佳子（フリー）
  野村 砂貴子（フリー）

  水野　直美(フリー)
  安河内　昌美(フリー)

　高田 くみ子(Cocco)
  小藪 玲子(Cocco)

 児玉  まゆみ(アジュール)
  森  由美子(アジュール)

水野　直美(フリー)
  安河内　昌美(フリー)

　高田 くみ子(Cocco)
  小藪 玲子(Cocco)

　井上　キミヨ(丹波クラブ)
  上島　幸代(フリー)
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Ａグループ参加者氏名 1R　          2R ３R 　　勝　敗 　ゲーム差＊率 　順　位

AAAA 小森 みち代(butterflyeffect) 6666 6666 　　２勝 　 　１２　－１０ 　　１位

AAAA 城戸 隆子(butterflyeffect)

　Ａ① 　　　　 　　　Ａ③

AAAA 松山  千帆(嵐山TS) 　　１勝１敗 　１１　－１０ 　　２位

AAAA 中川  愛(嵐山TS) 5555 6666
　　　Ａ②

AAAA 井上　キミヨ(丹波クラブ) 　　２敗 　９　　－１２ 　　３位

AAAA 上島　幸代(フリー) 4444 5555

予選1位まで本戦出場

Ｂグループ参加者氏名 1R　          2R ３R 　　勝　敗 　ゲーム差＊率 　順　位

BBBB 原 博美(炭山) 3333 6666 　 １勝１敗 　 　９　－９ 　　２位

BBBB 豊福 典子(アレック)

　　Ｂ① 　　　Ｂ③

BBBB 岡本 亜矢子(butterflyeffect)  　 ２勝 　１２　－４ 　　１位

BBBB 小澤 あゆみ(butterflyeffect) 6666 6666
　　　Ｂ②

BBBB 児玉  まゆみ(アジュール) 　　２敗 　４　－１２ 　　３位

BBBB 森  由美子(アジュール) 1111 3333

予選1位  本戦出場

Ｃグループ参加者氏名 1R　          2R ３R 　　勝　敗 　ゲーム差＊率 　順　位

ＣＣＣＣ 青木　有美(炭山) 2222 2222 　　２敗 　４　－１２ 　　３位

ＣＣＣＣ 前川　尚美(炭山)

　Ｃ① 　　　　Ｃ③

ＣＣＣＣ 高林 千賀子(butterflyeffect) 　　 　　１勝１敗 　８　－８ 　　２位

ＣＣＣＣ 中西 尚美(butterflyeffect) 6666 2222
　　　Ｃ②

ＣＣＣＣ 林　優子（グリーン長岡） 　　２勝 　１２　－４ 　　１位

ＣＣＣＣ 松永　美樹（グリーン長岡） 6666 6666

予選１位　本戦出場

Ｄグループ参加者氏名 1R　          2R ３R 　　勝　敗 　ゲーム差＊率 　順　位

DDDD 大塚　真理子(フリー) 1111 0000 　　２敗 　１　－１２ 　　３位

DDDD 谷村　幾世（アクアブルー）

　Ｄ① 　　　Ｄ③

DDDD 山口  登紀子(フリー) 　　　 　　２勝 　１２　－３ 　　１位

DDDD 清水  恵(フリー) 6666 6666
　　　Ｄ②

DDDD 古河　沙葵(TEAM KOMADA) 　　１勝１敗 　８　－６ 　　２位

DDDD 青田　結夢(AIテニスクラブ) 2222 6666

予選１位　本戦出場
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Ｅグループ参加者氏名 1R　          2R ３R 　　勝　敗 　ゲーム差＊率 　順　位

ＥＥＥＥ 松井  由美(セレッソ) 6666 6666 　　２勝 　 　１２　－１ 　　１位

ＥＥＥＥ 澤田  ますみ（アクアブルー）

　　　　Ｅ① 　　　Ｅ③

ＥＥＥＥ 延川 知恵(フレッシュ) 　　１勝１敗 　６　－１０ 　　２位

ＥＥＥＥ 川端  登喜(フレッシュ) 0000 6666
　　　Ｅ②

ＥＥＥＥ 黒田 雅子(Butterflyeffect) 　　２敗 　５　－１２ 　　３位

ＥＥＥＥ 西坂 芳実(Butterflyeffect) 4444 1111
予選1位本戦出場

Ｆグループ参加者氏名 1R　          2R ３R 　　勝　敗 　ゲーム差＊率 　順　位

ＦＦＦＦ 山本 佳子（フリー） 2222 2222 　　２敗 　４　－１２ 　　３位

ＦＦＦＦ 野村 砂貴子（フリー）

　　　　Ｆ① 　　　　Ｆ③

ＦＦＦＦ 今泉　直子（グリーン長岡） 　　１勝１敗 　９　　－８ 　　２位

ＦＦＦＦ 野村　沢美（グリーン長岡） 6666 3333
　　　Ｆ②

ＦＦＦＦ 大槻　幸子（アゼリア） 　　２勝 　１２　－５ 　　１位

ＦＦＦＦ 加藤　真由子(フリー) 6666 6666
予選1位本戦出場

Ｇグループ参加者氏名 1R　          2R ３R 　　勝　敗 　ゲーム差＊率 　順　位

GGGG 水野　直美(フリー) 6666 2222 　　１勝１敗 　　８　－１０ 　　３位

GGGG 安河内　昌美(フリー) -2

　　　Ｇ① 　　Ｇ③

GGGG 伊藤　裕貴（lady bird） 　　１勝１敗 　１０　－１０ 　　２位

GGGG 大西　有美（ジャック） 4444 6666 0

　　　Ｇ②

GGGG 今村　真理子(フリー) 　　１勝１敗 　１０　　－８ 　　１位

GGGG 後藤　信子（アクアブルー） 4444 6666 2

予選1位本戦出場 　得失ゲーム差にて決定

Ｈグループ参加者氏名 1R　          2R ３R 　　勝　敗 　ゲーム差＊率 　順　位

HHHH 高田 くみ子(Cocco) 3333 5555 　　２敗 　８　－１２ 　　３位

HHHH 小藪 玲子(Cocco)

　　　Ｈ① 　　Ｈ③

HHHH 藤田 桂子(フリー) 　　２勝 　１２　－５ 　　１位

HHHH 林 梢(フリー) 6666 6666
　　　　　　 　　Ｈ②

HHHH 小林  ゆかり(リバー) 　　１勝１敗 　８　－１１ 　　２位

HHHH 村上  良子(フリー) 2222 6666
予選1位本戦出場
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