
第40回　足利レディーステニス大会（Ａの部・予選リーグ）

◆Ａ１ 試合順：１－３，２－３，１－２

久住　真里子 小高　直子 斎藤　喜美子

柊木　卓子 春山　理枝子 大谷　康子

久住　真里子 ラヴオール

柊木　卓子 ラヴオール

小高　直子 ラベンダー

春山　理枝子 足利みなみ

斎藤　喜美子 ふぇぶれす

大谷　康子 足利みなみ

◆Ａ２ 試合順：１－３，２－３，１－２

若山　里美 阿部　加代子 重松　千恵子

安藤　純子 鈴木　貴子 青木　香乃

若山　里美 足利ローン

安藤　純子 足利ローン

阿部　加代子 足利みなみ

鈴木　貴子 ラヴオール

重松　千恵子 エースアカデミー

青木　香乃 ＲＩＺＵ

◆Ａ３ 試合順：１－３，２－３，１－２

中山　由美子 田巻　明日美 佐山　幸子

高橋　文子 赤坂　小百合 飯塚　朋美

中山　由美子 チームFUJI

高橋　文子 チームFUJI

田巻　明日美 足利ローン

赤坂　小百合 足利みなみ

佐山　幸子 ラヴオール

飯塚　朋美 足利みなみ
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第40回　足利レディーステニス大会（Bの部・予選リーグ）

◆B１ 試合順：１－３，２－３，１－２

中村　すゑ 斎田　京子 山口　千春

筒井　裕美 牛窪　まさ子 神部　惠子

中村　すゑ エースアカデミー

筒井　裕美 フリー

斎田　京子 足利みなみ

牛窪　まさ子 サンデー

山口　千春 フレッシュ

神部　惠子 フレッシュ

◆B２ 試合順：１－３，２－３，１－２

鶴貝　桂子 小松原　博子 藤川　厚子

木内　桂子 田島　章子 玉井　恵津子

鶴貝　桂子 足利みなみ

木内　桂子 足利みなみ

小松原　博子 ラヴオール

田島　章子 足利ローン

藤川　厚子 みかも山

玉井　恵津子 みかも山

◆B３ 試合順：２－３、１－４、２－４、１－３、３－４、１－２

中三川　俊香 世取山　優美 椎名　麻差子 山澤　美穂乃

桜井　るり子 小林　優子 田中　文子 堀原　暢子

中三川　俊香 サンデー

桜井　るり子 フリー

世取山　優美 足利みなみ

小林　優子 足利みなみ

椎名　麻差子 フレッシュ

田中　文子 フレッシュ

山澤　美穂乃 足利ローン

堀原　暢子 ラヴオール
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第40回　足利レディーステニス大会（Ｃの部）

◆C 試合順：２－３、１－４、２－４、１－３、３－４、１－２

宮沢　美代子 作田　佳子 井野　玲子 山室　惠子

岡島　はつ子 秋草　志保 松浦　葉子 中村　美幸

宮沢　美代子 足利ローン

岡島　はつ子 足利ローン

作田　佳子 足利ローン

秋草　志保 足利ローン

井野　玲子 フリー

松浦　葉子 フリー

山室　惠子 フリー

中村　美幸 フリー

足利テニス協会

2022年5月19日

No 氏名 所属

リーグ戦結果

勝敗数 順位

64 3-0 160

2 36 61

1 63

60

4 06 06 16

3 46 16 61

0-3 4

2-1 2

1-2 3



第40回　足利レディーステニス大会（Ａの部・順位別リーグ）

◆Ａ１位 試合順：１－３，２－３，１－２

斎藤喜美子 阿部加代子 佐山　幸子

大谷康子 鈴木　貴子 飯塚　朋美

斎藤喜美子 ふぇぶれす

大谷康子 足利みなみ

阿部加代子 足利みなみ

鈴木　貴子 ラヴオール

佐山　幸子 ラヴオール

飯塚　朋美 足利みなみ

◆Ａ２位 試合順：１－３，２－３，１－２

久住真里子 重松千恵子 田巻明日美

柊木　卓子 青木　香乃 赤坂小百合

久住真里子 ラヴオール

柊木　卓子 ラヴオール

重松千恵子 エースアカデミー

青木　香乃 ＲＩＺＵ

田巻明日美 足利ローン

赤坂小百合 足利みなみ

◆Ａ３位 試合順：１－３，２－３，１－２

小高直子 若山　里美 中山由美子

春山理枝子 安藤　純子 高橋　文子

小高直子 ラベンダー

春山理枝子 足利みなみ

若山　里美 足利ローン

安藤　純子 足利ローン

中山由美子 チームFUJI

高橋　文子 チームFUJI
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第40回　足利レディーステニス大会（Bの部・順位別リーグ）

◆B１位 試合順：１－３，２－３，１－２

中村　すゑ 小松原　博子 山澤　美穂乃

筒井　裕美 田島　章子 堀原　暢子

中村　すゑ エースアカデミー

筒井　裕美 フリー

小松原　博子 ラヴオール

田島　章子 足利ローン

山澤　美穂乃 足利ローン

堀原　暢子 ラヴオール

◆B２位 試合順：１－３，２－３，１－２

斎田　京子 藤川　厚子 中三川　俊香

牛窪　まさ子 玉井　恵津子 桜井　るり子

斎田　京子 足利みなみ

牛窪　まさ子 サンデー

藤川　厚子 みかも山

玉井　恵津子 みかも山

中三川　俊香 サンデー

桜井　るり子 フリー

◆B３・４位 試合順：２－３、１－４、２－４、１－３、３－４、１－２

山口　千春 鶴貝　桂子 椎名　麻差子 山澤　美穂乃

神部　惠子 木内　桂子 田中　文子 堀原　暢子

山口　千春 フレッシュ

神部　惠子 フレッシュ

鶴貝　桂子 足利みなみ

木内　桂子 足利みなみ

椎名　麻差子 フレッシュ

田中　文子 フレッシュ

世取山　優美 足利みなみ

小林　優子 足利みなみ
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