
 2020年 女子月例トーナメント　大会結果

　　【　優勝 ： 西村　・　松本　】 【　準優勝 ： 千田 ・ 三上　】

■  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
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Ｂ－３位 土井田 ・植田

土井田 ・ 植田
D－３位 藤島 ・井上

Ａ－４位 原 ・花村

Ｃ－４位 緒方 ・蜷川

Ａ－３位 菊池 ・安松

Ｂ－４位 千原 ・齋藤

D－４位 庄司 ・長井

Ｃ－３位 横川 ・関根

Ｃ－２位 佐久間 ・広沢

Ａ－２位 古田 ・重松

Ｂ－１位 西村 ・松本

D－２位 今荘 ・大山
【　優勝　】

Ｃ－１位 本郷 ・市村
西村 ・ 松本

D－１位 小池 ・三井

ダブルス ・ アドバンス

令和2年3月16日 開催

Ａ－１位 千田 ・三上

Ｂ－２位 津島 ・廣川
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■ 予選リーグ 

古田 千田 菊池 原
重松 三上 安松 花村

古田 ６－４ ４－６ ６－３ ２－１
重松 ○ ○ （＋３）

千田 ４－６ ６－２ ６－１ ２－１
三上 ○ ○ （＋７）

菊池 ６－４ ２－６ ６－４ ２－１
安松 ○ ○ （０）

原 ３－６ １－６ ４－６
花村

土井田 西村 千原 津島
植田 松本 齋藤 廣川

土井田 １－６ ６－１ ４－６
植田 ○
西村 ６－１ ６－２ ６－３
松本 ○ ○ ○
千原 １－６ ２－６ ２－６
齋藤
津島 ６－４ ３－６ ６－２
廣川 ○ ○

今荘 藤島 庄司 小池
大山 井上 長井 三井

今荘 ６－５ ６－１ ５－６
大山 ○ ○
藤島 ５－６ ６－５ １－６
井上 ○
庄司 １－６ ５－６ ４－６
長井
小池 ６－５ ６－１ ６－４
三井 ○ ○ ○

緒方 佐久間 本郷 横川
蜷川 広沢 市村 関根

緒方 ５－６ ２－６ ３－６
蜷川

佐久間 ６－５ １－６ ６－５
広沢 ○ ○
本郷 ６－２ ６－１ ６－２
市村 ○ ○ ○
横川 ６－３ ５－６ ２－６
関根 ○

■ エントリーリスト

古田（緑ヶ丘TG） 土井田（ノア） 今荘（NAS）
重松（緑ヶ丘TG） 植田（高松ローンTS） 大山（東台）

千田（コートピア） 西村（目黒C） 藤島（IMTA）
三上（コートピア） 松本（目黒C） 井上（IMTA）

菊池（東台） 千原（シンポウ） 庄司（フリー）
安松（東台） 齋藤（シンポウ） 長井（フリー）

原（フリー） 津島（NAS光が丘） 小池（シンポウ）
花村（フリー） 廣川（NAS光が丘） 三井（HIT）

緒方（コートピア） 佐久間（コートピア） 本郷（ゼロ和光） 横川（高井戸ダイヤモンド）
蜷川（フリー） 広沢（東台） 市村（ゼロ和光） 関根（高井戸ダイヤモンド）
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