
 2019年 女子月例トーナメント　大会結果

　　【　優勝 ： 相馬　・　酒井　】 【　準優勝 ： 本郷 ・ 市村　】

■  決勝トーナメント

　　■　１・２位トーナメント
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　　■　３位・４位トーナメント

６－２

６－５

６－３

６－３
６－１

６－３

６－３

齋藤 ・ 千原
D－３位 福田 ・水島

Ａ－４位 中川原 ・竹内

Ｂ－３位 古賀 ・境野

Ｃ－４位 土田 ・森

Ａ－３位 土井田 ・植田

Ｂ－４位 緒方 ・蜷川

D－４位 齋藤 ・千原

Ｃ－３位 今荘 ・西尾

Ｃ－２位 小池 ・三井

Ａ－２位 千田 ・三上

Ｂ－１位 鈴木 ・棚田

D－２位 佐久間 ・広沢
【　優勝　】

Ｃ－１位 相馬 ・酒井
相馬 ・ 酒井

D－１位 本郷 ・市村

ダブルス ・ アドバンス

令和元年12月16日 開催

Ａ－１位 松村 ・毛利

Ｂ－２位 井上 ・藤島
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■ 予選リーグ 

千田 中川原 土井田 松村
三上 竹内 植田 毛利

千田 ６－１ ６－１ ５－６
三上 ○ ○

中川原 １－６ ４－６ ４－６
竹内

土井田 １－６ ６－４ ２－６
植田 ○
松村 ６－５ ６－４ ６－２
毛利 ○ ○ ○

緒方 鈴木 井上 古賀
蜷川 棚田 藤島 境野

緒方 ３－６ １－６ ３－６
蜷川
鈴木 ６－３ ６－５ ６－３
棚田 ○ ○ ○
井上 ６－１ ５－６ ６－１
藤島 ○ ○
古賀 ６－３ ３－６ １－６
境野 ○

土田 小池 今荘 相馬
森 三井 西尾 酒井

土田 ５－６ ０－６ ２－６
森

小池 ６－５ ６－４ １－６
三井 ○ ○
今荘 ６－０ ４－６ ２－６
西尾 ○
相馬 ６－２ ６－１ ６－２
酒井 ○ ○ ○

福田 本郷 齋藤 佐久間
水島 市村 千原 広沢

福田 １－６ ６－３ ６－４ ２－１
水島 ○ ○ （０）

本郷 ６－１ ６－４ ５－６ ２－１
市村 ○ ○ （＋６）

齋藤 ３－６ ４－６ ０－６
千原

佐久間 ４－６ ６－５ ６－０ ２－１
広沢 ○ ○ （＋５）

■ エントリーリスト
千田（コートピア） 緒方（コートピア） 土田（高松TS）
三上（サントピア） 蜷川（フリー） 森（高松TS）

中川原（KTS） 鈴木（フラワーズ） 小池（シンポウ）
竹内（KTS） 棚田（フラワーズ） 三井（HIT）

土井田（ノア） 井上（IMTA） 今荘（NAS）
植田（高松ローンTS） 藤島（IMTA） 西尾（東台）

松村（コートピア） 古賀（高井戸ダイヤモンド） 相馬（フリー）
毛利（TOP氷川台） 境野（高井戸ダイヤモンド） 酒井（高島平インドア）

福田（MTS） 本郷（ゼロ和光） 齋藤（シンポウ） 佐久間（コートピア）
水島（フリー） 市村（ゼロ和光） 千原（シンポウ） 広沢（東台）
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