
神崎美香代 (フリー) 杉山富美栄 (HEART)

清水美和子 (武豊ラッキーフレンズ) 神谷明美 (HEART)

bye 63 大槻靖代 (チームMAKO)

bye 塩川智美 (チームMAKO)

寒川亜希子 (スポルトTA) 61 65 大野道代 (etc)

松井千佳 (スポルトTA) 篠原保予 (etc)

石川由美子 (ラズベリー) 61 62 佐野麻由美 (スポルトTA)

小西令子 (ラズベリー) 三橋つや (スポルトTA)

内山夕起子 (HEART) 62 62 豆谷三重 (諸の木TC）

増田紫乃 (HEART) 油谷睦子 (諸の木TC）

北村恵子 (2プラスO) 62 63 飯田かおり (スポルトTA)

村松未保 (2プラスO) 竹内喜久恵
（武豊ラッキーフレンズ）

bye 62 65 bye
bye bye

和久博子 (スポルトTA) 是永美保 (CTC)

島野順子 (フリー) 6 5 川崎和美 (スポルトTA)

白木裕子 (フリー) 64 62 町田若菜 （パール）

中尾清美 (フリー) 福田妙乃 （パール）

bye 63 小島宏美 (wing）

bye 竹内京子 (wing）

永坂千絵 (アクトス半田) 62 63 中村千佐子 (スポルトTA)

増田郁穂 (アクトス半田) 木村由布子 (フリー)

竹内清恵 (スポルトTA) 63 60 西村八千穂 (フリー)

三品智也子 (日長オレンジ) 岩田真由美 (フリー)

阿知波亜由美 (ウインズ) 63 65 川上加寿美 (スポルトTA)

斉藤みほ子 (ティンカーベル） 佐藤祥子 (スポルトTA)

永田三千代 (スポルトTA) 60 62 島田香代子 (フリー)

吉田美穂子 (スポルトTA) 中根ひとみ (フリー)

土井裕美子 （フリー） 60 61 bye
竹内志奈子 （フリー） bye

関三世子 (EtoF) 64 佐名木裕子 (日長オレンジ）

竹内江津子 (EtoF) 増田恵子 (日長オレンジ）

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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試合開始時間

16 32

3～6･11～18 9:00 （試合開始15分前までに受付を
すませてください。）1･8･9･19～32 10:00



大槻靖代 (チームMAKO)

塩川智美 (チームMAKO)

64 大野道代 (etc)

篠原保予 (etc)

石川由美子 (ラズベリー)

小西令子 (ラズベリー)

内山夕起子 (HEART) 64 62

増田紫乃 (HEART)

飯田かおり (スポルトTA)

竹内喜久恵
（武豊ラッキーフレンズ）

62

和久博子 (スポルトTA)

島野順子 (フリー) 6 5

62 町田若菜 （パール）

福田妙乃 （パール）

62

竹内清恵 (スポルトTA) 西村八千穂 (フリー)

三品智也子 (日長オレンジ) 岩田真由美 (フリー)

62 ※63 川上加寿美 (スポルトTA)

佐藤祥子 (スポルトTA)

永田三千代 (スポルトTA)

吉田美穂子 (スポルトTA)

土井裕美子 （フリー） 61 ※63

竹内志奈子 （フリー）

佐名木裕子 (日長オレンジ）

増田恵子 (日長オレンジ）

※手違いによりNO.29の1Rを飛ばしてしまったため、NO．28とNO.32が最初に対戦NO.32が勝利したため、その後NO.29とNo．32が対戦

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。

第8回　スポルトビギナーズカップ　2013　初級の部

試合開始時間

3～6･11～18 9:00 （試合開始15分前までに受付を
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コンソレーション

    1R 2R QF SF     F      SF QF 2R 1R

1 17

2 18



準優勝：　24　是永・川崎組

優勝：　13　阿知波・斉藤組

入賞者一覧

ベスト4：　1　神崎・清水組

ベスト4：　30　島田・中根組 コンソレーション優勝：　32　佐名木・増田組（左2人）

入賞者集合



ベストドレッサー賞：　3　寒川・松井組


