
 2021年 女子月例トーナメント　大会結果

　　【　優勝 ： 𠮷野　・　塚田　】 【　準優勝 ： 井上 ・ 橋居　】

■  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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ダブルス ・ エントリー （2月）

令和3年2月1日 開催

Ａ－１位 井上 ・橋居

B－２位 村野 ・田中

D－２位 八木 ・渡部
【　優勝　】

C－１位 宮内 ・渡辺
𠮷野 ・ 塚田

D－１位 坂上 ・峯岸

C－２位 𠮷野 ・塚田

A－２位 案西 ・小河

B－１位 新実 ・仁木

C－４位 長沢 ・カリヤ

Ａ－３位 大森 ・本多

B－４位 大門 ・江守

D－４位 田中 ・近藤

C－３位 山浦 ・安西
矢嶋 ・ 小代

D－３位 笠原 ・小澤

A－４位 中倉 ・日影

B－３位 矢嶋 ・小代
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■ 予選リーグ

中倉 案西 大森 井上
日影 小河 本多 橋居

中倉 ３－６ ５－６ ３－６
日影
案西 ６－３ ６－５ ４－６
小河 ○ ○
大森 ６－５ ５－６ ３－６
本多 ○
井上 ６－３ ６－４ ６－３
橋居 ○ ○ ○

村野 矢嶋 新実 大門
田中 小代 仁木 江守

村野 ６－３ ５－６ ６－３
田中 ○ ○
矢嶋 ３－６ ２－６ ６－４
小代 ○
新実 ６－５ ６－２ ６－４
仁木 ○ ○ ○
大門 ３－６ ４－６ ４－６
江守

長沢 𠮷野 宮内 山浦
カリヤ 塚田 渡辺 安西

長沢 ３－６ １－６ １－６
カリヤ
𠮷野 ６－３ ４－６ ６－２ ２－１
塚田 ○ ○ （＋５）

宮内 ６－１ ６－４ ４－６ ２－１
渡辺 ○ ○ （＋５）

山浦 ６－１ ２－６ ６－４ ２－１
安西 ○ ○ （＋３）

坂上 田中 八木 笠松
峯岸 近藤 渡部 小澤

坂上 ６－２ ６－２ ６－２
峯岸 ○ ○ ○
田中 ２－６ ３－６ ５－６
近藤
八木 ２－６ ６－３ ６－３
渡部 ○ ○
笠松 ２－６ ６－５ ３－６
小澤 ○

■ エントリーリスト
中倉（フリー） 長沢（新座ローン） 村野（フリー）
日影（フリー） カリヤ（新座ローン） 田中（フリー）

案西（サントピア） 𠮷野（フリー） 矢嶋（フリー）
小河（フリー） 塚田（フリー） 小代（フリー）

大森（ルピナス） 宮内（フリー） 新実（フリー）
本多（ルピナス） 渡辺（NAS） 仁木（フリー）

井上（フリー） 山浦（サントピア） 大門（大正セントラル目白）
橋居（シンポウ） 安西（サントピア） 江守（高井戸ダイヤモンド）

坂上（高松ローン） 田中（セサミ） 八木（フリー） 笠松（南部TC）
峯岸（高松ローン） 近藤（A&A） 渡部（新座ローン） 小澤（南部TC）
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