
Over支部長杯Over支部長杯Over支部長杯Over支部長杯

Ａ 　ブロック １ ２ ３ 勝敗 順位

野村　由紀子野村　由紀子野村　由紀子野村　由紀子 (((( ｍ＆ｍｍ＆ｍｍ＆ｍｍ＆ｍ ))))

大島　ひとみ大島　ひとみ大島　ひとみ大島　ひとみ (((( ｍ＆ｍｍ＆ｍｍ＆ｍｍ＆ｍ ))))

石坂　弘美石坂　弘美石坂　弘美石坂　弘美 (((( アプリコテニスクラブアプリコテニスクラブアプリコテニスクラブアプリコテニスクラブ ))))

三澤　利恵子三澤　利恵子三澤　利恵子三澤　利恵子 (((( アプリコテニスクラブアプリコテニスクラブアプリコテニスクラブアプリコテニスクラブ ))))

山本　厚子山本　厚子山本　厚子山本　厚子 (((( アーモンドアーモンドアーモンドアーモンド ))))

繁村　千佳子繁村　千佳子繁村　千佳子繁村　千佳子 (((( アーモンドアーモンドアーモンドアーモンド ))))

B 　ブロック １ ２ ３ 勝敗 順位

片桐　艶子片桐　艶子片桐　艶子片桐　艶子 (((( なでしこなでしこなでしこなでしこ ))))

小宮　里美小宮　里美小宮　里美小宮　里美 (((( なでしこなでしこなでしこなでしこ ))))

塩澤　和子塩澤　和子塩澤　和子塩澤　和子 (((( フェイフェイフェイフェイ ))))

廣瀬　晃子廣瀬　晃子廣瀬　晃子廣瀬　晃子 (((( キャンディーキャンディーキャンディーキャンディー ))))

御園　由紀子御園　由紀子御園　由紀子御園　由紀子 (((( チームしろうまチームしろうまチームしろうまチームしろうま ))))

北澤　佳代北澤　佳代北澤　佳代北澤　佳代 (((( チームしろうまチームしろうまチームしろうまチームしろうま ))))

C 　ブロック １ ２ ３ 勝敗 順位

宮澤　松江宮澤　松江宮澤　松江宮澤　松江 (((( 佐久T,C佐久T,C佐久T,C佐久T,C ))))

木島　みどり木島　みどり木島　みどり木島　みどり (((( トライアングルトライアングルトライアングルトライアングル ))))

奥原　穂奈美奥原　穂奈美奥原　穂奈美奥原　穂奈美 (((( エーデル&バックハンドエーデル&バックハンドエーデル&バックハンドエーデル&バックハンド ))))

土屋　洋子土屋　洋子土屋　洋子土屋　洋子 (((( カジヤテニスカジヤテニスカジヤテニスカジヤテニス ))))

面高　まつみ面高　まつみ面高　まつみ面高　まつみ (((( なでしこなでしこなでしこなでしこ ))))

堀田　たか子堀田　たか子堀田　たか子堀田　たか子 (((( みんとみんとみんとみんと ))))

D 　ブロック １ ２ ３ ４ 勝敗 順位

1
義家　しのぶ義家　しのぶ義家　しのぶ義家　しのぶ (((( プリッツプリッツプリッツプリッツ ))))

山辺　佳代子山辺　佳代子山辺　佳代子山辺　佳代子 (((( フェイフェイフェイフェイ ))))

2
竹田　美百合竹田　美百合竹田　美百合竹田　美百合 (((( 諏訪T.C諏訪T.C諏訪T.C諏訪T.C ))))

田中　富子田中　富子田中　富子田中　富子 (((( すがの台T,Cすがの台T,Cすがの台T,Cすがの台T,C ))))
0.39

3
冨士　美雪冨士　美雪冨士　美雪冨士　美雪 (((( 池の前Ｔ，Ｃ池の前Ｔ，Ｃ池の前Ｔ，Ｃ池の前Ｔ，Ｃ ))))

堀川　美子堀川　美子堀川　美子堀川　美子 (((( 須坂ローンＴＣ須坂ローンＴＣ須坂ローンＴＣ須坂ローンＴＣ ))))
0.45

4
中川　美代子中川　美代子中川　美代子中川　美代子 (((( マキシムマキシムマキシムマキシム ))))

坂田　由香坂田　由香坂田　由香坂田　由香 (((( マキシムマキシムマキシムマキシム ))))
0.31
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E 　ブロック １ ２ ３ ４ 勝敗 順位

1
上村　和美上村　和美上村　和美上村　和美 (((( えびのこえびのこえびのこえびのこ ))))

萬　聖萬　聖萬　聖萬　聖 (((( えびのこえびのこえびのこえびのこ ))))

2
森下　恭子森下　恭子森下　恭子森下　恭子 (((( ウィニングウィニングウィニングウィニング ))))

斉藤　由美子斉藤　由美子斉藤　由美子斉藤　由美子 (((( キャンディーキャンディーキャンディーキャンディー ))))

3
坂口　亮子坂口　亮子坂口　亮子坂口　亮子 (((( 杏杏杏杏 ))))

大室　美知子大室　美知子大室　美知子大室　美知子 (((( 白馬アルプ白馬アルプ白馬アルプ白馬アルプ ))))

4
西澤　ゆか西澤　ゆか西澤　ゆか西澤　ゆか (((( アプリコテニスクラブアプリコテニスクラブアプリコテニスクラブアプリコテニスクラブ ))))

荒井　裕子荒井　裕子荒井　裕子荒井　裕子 (((( アプリコテニスクラブアプリコテニスクラブアプリコテニスクラブアプリコテニスクラブ ))))

Ｆ 　ブロック １ ２ ３ ４ 勝敗 順位

1
田渕　洋子田渕　洋子田渕　洋子田渕　洋子 (((( アプリコテニスクラブアプリコテニスクラブアプリコテニスクラブアプリコテニスクラブ ))))

望月　理奈望月　理奈望月　理奈望月　理奈 (((( アプリコテニスクラブアプリコテニスクラブアプリコテニスクラブアプリコテニスクラブ ))))

2
大池　恵子大池　恵子大池　恵子大池　恵子 (((( みんとみんとみんとみんと ))))

今野　みゆき今野　みゆき今野　みゆき今野　みゆき (((( ウィニングウィニングウィニングウィニング ))))

3
伊藤　三枝子伊藤　三枝子伊藤　三枝子伊藤　三枝子 (((( カジヤテニスカジヤテニスカジヤテニスカジヤテニス ))))

三石　美智子三石　美智子三石　美智子三石　美智子 (((( カジヤテニスカジヤテニスカジヤテニスカジヤテニス ))))

4
代田　美恵子代田　美恵子代田　美恵子代田　美恵子 (((( 諏訪T.C諏訪T.C諏訪T.C諏訪T.C ))))

小泉　孝子小泉　孝子小泉　孝子小泉　孝子 (((( 諏訪T.C諏訪T.C諏訪T.C諏訪T.C ))))

G 　ブロック １ ２ ３ ４ 勝敗 順位

1
川上　嘉枝川上　嘉枝川上　嘉枝川上　嘉枝 (((( Ｍ、Ｍ、クラブＭ、Ｍ、クラブＭ、Ｍ、クラブＭ、Ｍ、クラブ ))))

田中　聡美田中　聡美田中　聡美田中　聡美 (((( カジヤテニスカジヤテニスカジヤテニスカジヤテニス ))))

2
浜　千代浜　千代浜　千代浜　千代 (((( フェンネルフェンネルフェンネルフェンネル ))))

寺沢　千鶴子寺沢　千鶴子寺沢　千鶴子寺沢　千鶴子 (((( 西和田ＴＣ西和田ＴＣ西和田ＴＣ西和田ＴＣ ))))

3
滝沢　正枝滝沢　正枝滝沢　正枝滝沢　正枝 (((( ハイジハイジハイジハイジ ))))

村沢　恵美村沢　恵美村沢　恵美村沢　恵美 (((( トライアングルトライアングルトライアングルトライアングル ))))

4
湯浅　敦子湯浅　敦子湯浅　敦子湯浅　敦子 (((( なでしこなでしこなでしこなでしこ ))))

宮川　みどり宮川　みどり宮川　みどり宮川　みどり (((( 諏訪T.C諏訪T.C諏訪T.C諏訪T.C ))))

H 　ブロック １ ２ ３ ４ 勝敗 順位

1
降旗　好美降旗　好美降旗　好美降旗　好美 (((( なでしこなでしこなでしこなでしこ ))))

野溝　由紀子野溝　由紀子野溝　由紀子野溝　由紀子 (((( なでしこなでしこなでしこなでしこ ))))

2
大塚　真理大塚　真理大塚　真理大塚　真理 (((( チームヒーローチームヒーローチームヒーローチームヒーロー ))))

栁原　由美子栁原　由美子栁原　由美子栁原　由美子 (((( えびのこえびのこえびのこえびのこ ))))

3
中澤　裕子中澤　裕子中澤　裕子中澤　裕子 (((( Ｒｅｄ　ＢｅａｎｓＲｅｄ　ＢｅａｎｓＲｅｄ　ＢｅａｎｓＲｅｄ　Ｂｅａｎｓ ))))

内田　房子内田　房子内田　房子内田　房子 (((( えびのこえびのこえびのこえびのこ ))))

4
窪田　奈留美窪田　奈留美窪田　奈留美窪田　奈留美 (((( TeamルピナスTeamルピナスTeamルピナスTeamルピナス ))))

吉塚　晶子吉塚　晶子吉塚　晶子吉塚　晶子 (((( エーデル&バックハンドエーデル&バックハンドエーデル&バックハンドエーデル&バックハンド ))))
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野村　由紀子野村　由紀子野村　由紀子野村　由紀子 (((( ｍ＆ｍｍ＆ｍｍ＆ｍｍ＆ｍ ))))

大島　ひとみ大島　ひとみ大島　ひとみ大島　ひとみ (((( ｍ＆ｍｍ＆ｍｍ＆ｍｍ＆ｍ ))))
野村・大島

窪田　奈留美窪田　奈留美窪田　奈留美窪田　奈留美 (((( TeamルピナスTeamルピナスTeamルピナスTeamルピナス ))))
76（4）

吉塚　晶子吉塚　晶子吉塚　晶子吉塚　晶子 (((( エーデル&バックハンドエーデル&バックハンドエーデル&バックハンドエーデル&バックハンド ))))
野村・大島

義家　しのぶ義家　しのぶ義家　しのぶ義家　しのぶ (((( プリッツプリッツプリッツプリッツ )))) 60

山辺　佳代子山辺　佳代子山辺　佳代子山辺　佳代子 (((( フェイフェイフェイフェイ )))) 義家・山辺

上村　和美上村　和美上村　和美上村　和美 (((( えびのこえびのこえびのこえびのこ )))) 61

萬　聖萬　聖萬　聖萬　聖 (((( えびのこえびのこえびのこえびのこ )))) 野村・大島

田渕　洋子田渕　洋子田渕　洋子田渕　洋子 (((( アプリコテニスクラブアプリコテニスクラブアプリコテニスクラブアプリコテニスクラブ )))) 62

望月　理奈望月　理奈望月　理奈望月　理奈 (((( アプリコテニスクラブアプリコテニスクラブアプリコテニスクラブアプリコテニスクラブ )))) 田渕・望月

宮澤　松江宮澤　松江宮澤　松江宮澤　松江 (((( 佐久T,C佐久T,C佐久T,C佐久T,C )))) 62

木島　みどり木島　みどり木島　みどり木島　みどり (((( トライアングルトライアングルトライアングルトライアングル )))) 田渕・望月

川上　嘉枝川上　嘉枝川上　嘉枝川上　嘉枝 (((( Ｍ、Ｍ、クラブＭ、Ｍ、クラブＭ、Ｍ、クラブＭ、Ｍ、クラブ )))) 75

田中　聡美田中　聡美田中　聡美田中　聡美 (((( カジヤテニスカジヤテニスカジヤテニスカジヤテニス )))) 川上・田中

片桐　艶子片桐　艶子片桐　艶子片桐　艶子 (((( なでしこなでしこなでしこなでしこ )))) 76（2）

小宮　里美小宮　里美小宮　里美小宮　里美 (((( なでしこなでしこなでしこなでしこ ))))

３・４位　決定戦３・４位　決定戦３・４位　決定戦３・４位　決定戦

1 義家　しのぶ義家　しのぶ義家　しのぶ義家　しのぶ (((( プリッツプリッツプリッツプリッツ ))))

山辺　佳代子山辺　佳代子山辺　佳代子山辺　佳代子 (((( フェイフェイフェイフェイ )))) 義家・山辺

2 川上　嘉枝川上　嘉枝川上　嘉枝川上　嘉枝 (((( Ｍ、Ｍ、クラブＭ、Ｍ、クラブＭ、Ｍ、クラブＭ、Ｍ、クラブ )))) ＲＥＴ

田中　聡美田中　聡美田中　聡美田中　聡美 (((( カジヤテニスカジヤテニスカジヤテニスカジヤテニス ))))

５～８位決定戦５～８位決定戦５～８位決定戦５～８位決定戦

窪田　奈留美窪田　奈留美窪田　奈留美窪田　奈留美 (((( TeamルピナスTeamルピナスTeamルピナスTeamルピナス ))))

吉塚　晶子吉塚　晶子吉塚　晶子吉塚　晶子 (((( エーデル&バックハンドエーデル&バックハンドエーデル&バックハンドエーデル&バックハンド )))) 窪田・吉塚

上村　和美上村　和美上村　和美上村　和美 (((( えびのこえびのこえびのこえびのこ )))) 62

萬　聖萬　聖萬　聖萬　聖 (((( えびのこえびのこえびのこえびのこ )))) 窪田・吉塚

宮澤　松江宮澤　松江宮澤　松江宮澤　松江 (((( 佐久T,C佐久T,C佐久T,C佐久T,C )))) 61

木島　みどり木島　みどり木島　みどり木島　みどり (((( トライアングルトライアングルトライアングルトライアングル )))) 宮澤・木島

片桐　艶子片桐　艶子片桐　艶子片桐　艶子 (((( なでしこなでしこなでしこなでしこ )))) 75

小宮　里美小宮　里美小宮　里美小宮　里美 (((( なでしこなでしこなでしこなでしこ ))))

リーグ２位トナーナメント

1 石坂　弘美石坂　弘美石坂　弘美石坂　弘美 (((( アプリコテニスクラブアプリコテニスクラブアプリコテニスクラブアプリコテニスクラブ ))))

三澤　利恵子三澤　利恵子三澤　利恵子三澤　利恵子 (((( アプリコテニスクラブアプリコテニスクラブアプリコテニスクラブアプリコテニスクラブ )))) 石坂・三澤

2 御園　由紀子御園　由紀子御園　由紀子御園　由紀子 (((( チームしろうまチームしろうまチームしろうまチームしろうま )))) 62

北澤　佳代北澤　佳代北澤　佳代北澤　佳代 (((( チームしろうまチームしろうまチームしろうまチームしろうま )))) 石坂・三澤

3 奥原　穂奈美奥原　穂奈美奥原　穂奈美奥原　穂奈美 (((( エーデル&バックハンドエーデル&バックハンドエーデル&バックハンドエーデル&バックハンド )))) 62

土屋　洋子土屋　洋子土屋　洋子土屋　洋子 (((( カジヤテニスカジヤテニスカジヤテニスカジヤテニス )))) 奥原・土屋

4 代田　美恵子代田　美恵子代田　美恵子代田　美恵子 (((( 諏訪T.C諏訪T.C諏訪T.C諏訪T.C )))) 64

小泉　孝子小泉　孝子小泉　孝子小泉　孝子 (((( 諏訪T.C諏訪T.C諏訪T.C諏訪T.C )))) 石坂・三澤

5 冨士　美雪冨士　美雪冨士　美雪冨士　美雪 (((( 池の前Ｔ，Ｃ池の前Ｔ，Ｃ池の前Ｔ，Ｃ池の前Ｔ，Ｃ )))) 64

堀川　美子堀川　美子堀川　美子堀川　美子 (((( 須坂ローンＴＣ須坂ローンＴＣ須坂ローンＴＣ須坂ローンＴＣ )))) 冨士・堀川

6 大塚　真理大塚　真理大塚　真理大塚　真理 (((( チームヒーローチームヒーローチームヒーローチームヒーロー )))) 75

栁原　由美子栁原　由美子栁原　由美子栁原　由美子 (((( えびのこえびのこえびのこえびのこ )))) 森下・斎藤

7 湯浅　敦子湯浅　敦子湯浅　敦子湯浅　敦子 (((( なでしこなでしこなでしこなでしこ )))) 61

宮川　みどり宮川　みどり宮川　みどり宮川　みどり (((( 諏訪T.C諏訪T.C諏訪T.C諏訪T.C )))) 森下・斎藤

8 森下　恭子森下　恭子森下　恭子森下　恭子 (((( ウィニングウィニングウィニングウィニング )))) 63

斉藤　由美子斉藤　由美子斉藤　由美子斉藤　由美子 (((( キャンディーキャンディーキャンディーキャンディー ))))
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リーグ３位トーナメント

1 山本　厚子山本　厚子山本　厚子山本　厚子 (((( アーモンドアーモンドアーモンドアーモンド ))))

繁村　千佳子繁村　千佳子繁村　千佳子繁村　千佳子 (((( アーモンドアーモンドアーモンドアーモンド )))) 塩澤・廣瀬

2 塩澤　和子塩澤　和子塩澤　和子塩澤　和子 (((( フェイフェイフェイフェイ )))) 76（4）

廣瀬　晃子廣瀬　晃子廣瀬　晃子廣瀬　晃子 (((( キャンディーキャンディーキャンディーキャンディー )))) 塩澤・廣瀬

3 面高　まつみ面高　まつみ面高　まつみ面高　まつみ (((( なでしこなでしこなでしこなでしこ )))) ＲＥＴ

堀田　たか子堀田　たか子堀田　たか子堀田　たか子 (((( みんとみんとみんとみんと )))) 面高・堀田

4 伊藤　三枝子伊藤　三枝子伊藤　三枝子伊藤　三枝子 (((( カジヤテニスカジヤテニスカジヤテニスカジヤテニス )))) 63

三石　美智子三石　美智子三石　美智子三石　美智子 (((( カジヤテニスカジヤテニスカジヤテニスカジヤテニス )))) 西澤・荒井

5 竹田　美百合竹田　美百合竹田　美百合竹田　美百合 (((( 諏訪T.C諏訪T.C諏訪T.C諏訪T.C )))) 63

田中　富子田中　富子田中　富子田中　富子 (((( すがの台T,Cすがの台T,Cすがの台T,Cすがの台T,C )))) 竹田・田中

6 中澤　裕子中澤　裕子中澤　裕子中澤　裕子 (((( Ｒｅｄ　ＢｅａｎｓＲｅｄ　ＢｅａｎｓＲｅｄ　ＢｅａｎｓＲｅｄ　Ｂｅａｎｓ )))) 76（5）

内田　房子内田　房子内田　房子内田　房子 (((( えびのこえびのこえびのこえびのこ )))) 西澤・荒井

7 滝沢　正枝滝沢　正枝滝沢　正枝滝沢　正枝 (((( ハイジハイジハイジハイジ )))) ＲＥＴ

村沢　恵美村沢　恵美村沢　恵美村沢　恵美 (((( トライアングルトライアングルトライアングルトライアングル )))) 西澤・荒井

8 西澤　ゆか西澤　ゆか西澤　ゆか西澤　ゆか (((( アプリコテニスクラブアプリコテニスクラブアプリコテニスクラブアプリコテニスクラブ )))) 63

荒井　裕子荒井　裕子荒井　裕子荒井　裕子 (((( アプリコテニスクラブアプリコテニスクラブアプリコテニスクラブアプリコテニスクラブ ))))

リーグ４位

1 大池　恵子大池　恵子大池　恵子大池　恵子 (((( みんとみんとみんとみんと ))))

今野　みゆき今野　みゆき今野　みゆき今野　みゆき (((( ウィニングウィニングウィニングウィニング )))) 降旗・野溝

2 中川　美代子中川　美代子中川　美代子中川　美代子 (((( マキシムマキシムマキシムマキシム )))) 61

坂田　由香坂田　由香坂田　由香坂田　由香 (((( マキシムマキシムマキシムマキシム )))) 降旗・野溝

3 降旗　好美降旗　好美降旗　好美降旗　好美 (((( なでしこなでしこなでしこなでしこ )))) 60 降旗・野溝

野溝　由紀子野溝　由紀子野溝　由紀子野溝　由紀子 (((( なでしこなでしこなでしこなでしこ ))))
75

4 浜　千代浜　千代浜　千代浜　千代 (((( フェンネルフェンネルフェンネルフェンネル ))))

寺沢　千鶴子寺沢　千鶴子寺沢　千鶴子寺沢　千鶴子 (((( 西和田ＴＣ西和田ＴＣ西和田ＴＣ西和田ＴＣ )))) 坂口・大室

5 坂口　亮子坂口　亮子坂口　亮子坂口　亮子 (((( 杏杏杏杏 )))) 64

大室　美知子大室　美知子大室　美知子大室　美知子 (((( 白馬アルプ白馬アルプ白馬アルプ白馬アルプ ))))

OVER支部長杯シード順

№1、野村・大島 №2、片桐・小宮 №3、宮澤・木島 №4、義家・山辺

№5、上村・萬 №6、田渕・望月 №7、川上・田中 №8、降旗・野溝


