
＊4ブロックによるリーグ戦で実施　（6ゲーム先取ノーアドバンテージ方式）

Aブロック

①阿部　洋子 ②古米　昌子 ③山村　暁美

　 佐藤　知香 　 上杉　朋美 　 松本　真弓

①阿部　洋子 みさとTC

　 佐藤　知香 みさとTC

②古米　昌子 ロングウッド鈴鹿

 　上杉　朋美 ロングウッド鈴鹿

③山村　暁美 サミット

 　松本　真弓 キートス

Bブロック

①酒井　直美 ②上　香 ③鈴木　恒美 ④山下　稔枝

　 朝日　智美 　 小林　英巳子 　 鎌田　真波 　 鈴木　みゆき

①酒井　直美 鈴鹿庭球塾

　 朝日　智美 鈴鹿庭球塾

②上　香 ITO・TC

　 小林　英巳子 サミット

③鈴木　恒美 ロングウッド鈴鹿

　 鎌田　真波 キートス

④山下　稔枝 ロランインドア

　 鈴木　みゆき ロランインドア
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Cブロック

①大谷　さゆり ②後藤　裕姫子 ③山中　晃子 ④笠井　和子

　 前川　由美子 　 黒川　淑子 　 岡田　博子 　 駒江　尚美

①大谷　さゆり 鈴鹿庭球塾

　 前川　由美子 鈴鹿庭球塾

②後藤　裕姫子 キートス

　 黒川　淑子 キートス

③山中　晃子 ロングウッド鈴鹿

　 岡田　博子 コナミ

④笠井　和子 GOGOクラブ

　 駒江　尚美 ロランインドア

Dブロック 　

①伊藤　真弓 ②市川　由美子 ③古藤　君香 ④吉村　知嘉子

　 吉田　晴美 　 梨子田　朋恵 　 六谷　知里 　 植田　和代

①伊藤　真弓 ロングウッド鈴鹿

　 吉田　晴美 みさとTC

②市川　由美子 キートス

　 梨子田　朋恵 みさとTC

③古藤　君香 キートス

　 六谷　知里 キートス

④吉村　知嘉子 サミット

　 植田　和代 サミット
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▼上位トーナメント

＊各ブロックの1位・2位で決勝トーナメントを行います

▼下位トーナメント

＊各ブロックの3位・4位で決勝トーナメントを行います

阿部 洋子      みさとTC                               

佐藤 知香      みさとTC 

笠井 和子      GOGOクラブ                      

駒江 尚美      ロランインドア 

鈴木 恒美      ロングウッド鈴鹿                     

鎌田 真波      キートス  

伊藤 真弓      ロングウッド鈴鹿                     

吉田 晴美      みさとTC 

大谷 さゆり      鈴鹿庭球塾                     

前川 由美子       鈴鹿庭球塾    

古藤 君香      キートス                          

六谷 知里      キートス 

山村 暁美      サミット     

松本 真弓      キートス 

酒井 直美      鈴鹿庭球塾                        

朝日 智美      鈴鹿庭球塾 

古米 昌子      ロングウッド鈴鹿                               

上杉 朋美      ロングウッド鈴鹿 

後藤 裕姫子    キートス                          

黒川 淑子      キートス 

上 香         ITO・TC                   

小林 英巳子    サミット 

吉村 知嘉子    サミット                     

植田 和代      サミット 

山中 晃子      ロングウッド鈴鹿    

岡田 博子      コナミ 

市川 由美子    キートス                               

梨子田 朋恵    みさとTC 

bye 

山下 稔枝      ロランインドア                            

鈴木 みゆき      ロランインドア 
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