
⑦：女子一般　決勝トーナメント １２コート

1-1 木戸(太洋歯科） 桜井(綱島クラブ） 川向(ｸｴｽﾄＣＯＣＯ）荒井(横須賀学院） 古橋(日大高校）

2-2 蓑田(太洋歯科） 菅原（百合クラブ） 堀内（Ｈａｓｗｅｌｌ） 鈴木（日大高校） 行本（横須賀学院） 0

1-2 木戸(太洋歯科） 桜井(綱島クラブ） 川向(ｸｴｽﾄＣＯＣＯ）荒井(横須賀学院） 古橋(日大高校） 0

2-1 蓑田(太洋歯科） 菅原（百合クラブ） 堀内（Ｈａｓｗｅｌｌ） 鈴木（日大高校） 行本（横須賀学院）
1

１位 ：木戸亜希穂(太洋歯科）

２位 ：鈴木　舞(日大高校）

⑧：女子４５才以上　決勝トーナメント １３コート

1-1 木村（つくし） 鈴木（金沢チェリー永岡（マリーンクラブ）
1

3-2 岡嶋（金沢チェリー小林（ラスカル） 上田（ＳＴＣ） 高橋（すみれｸﾗﾌﾞ） 2
0

2-2 美濃口（泉ｽﾏｯｼｭ）唐沢（磯子クラブ） 秋山（金沢チェリー蒔田（三菜会） 1

4-1 芝宮（泉ｽﾏｯｼｭ） 小池（金沢チェリー高橋(ﾏﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ） 山口(南戸塚）

3-1 岡嶋（金沢チェリー小林（ラスカル） 上田（ＳＴＣ） 高橋（すみれｸﾗﾌﾞ）

1-2 木村（つくし） 鈴木（金沢チェリー永岡（マリーンクラブ） 1

4-2 芝宮（泉ｽﾏｯｼｭ） 小池（金沢チェリー高橋(ﾏﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ） 山口(南戸塚）

2-1 美濃口（泉ｽﾏｯｼｭ）唐沢（磯子クラブ） 秋山（金沢チェリー蒔田（三菜会） 1
2

１位 岡嶋　裕美(金沢チェリー）

２位 ：芝宮　清美(泉スマッシュ）



⑨：女子５５才以上　決勝トーナメント １４～１７コート

1-1 大槻(保土ヶ谷ｸﾗﾌﾞ阿部(神南クラブ） 澤田（みねクラブ）

10-2山本（あすなろ） 科野（ＮＥＸＴ） 若松(大津同好会） 佐藤(茶の実）

6-2 若山(個　人） 高梨（みねクラブ） 栗田（ひさぎクラブ） 1
0

9-1 高橋(一一会） 佐藤(綱島クラブ） 西山(花水木） 舘野(磯子クラブ） 0

8-1 石河(ｺｽﾓ原宿） 松野（ほおずき） 渡辺(楽々ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ） 増子(ｴﾝｼﾞｮｲｸﾗﾌﾞ）
0

2

5-1 尾子（わかば） 桑原(川崎ﾚﾃﾞｨｰｽ）船木（ＮＥＸＴ） 城塚（南戸塚）

2-2 小林(川崎ﾚﾃﾞｨｰｽ）高橋（磯子クラブ） 新井(横浜市役所） 大類（ﾃﾆｼｬｽﾅｶｰｽﾞ） 1

3-2 角田（ぱせり） 森田(篠原クラブ） 蟹江(楽々ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ） 加藤(神南クラブ） 1 0

7-2 阿部(一一会） 宮崎（シュガー） 田所(朝比奈ｸﾗﾌﾞ） 黒川(個　人）
1

4-1 武藤（ぽぷり） 村田（ＳＴＣ） 小島(朝比奈ｸﾗﾌﾞ） 小林（パピ会） 0

3-1 角田（ぱせり） 森田(篠原クラブ） 蟹江(楽々ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ） 加藤(神南クラブ）

9-2 高橋(一一会） 佐藤(綱島クラブ） 西山(花水木） 舘野(磯子クラブ） 1

4-2 武藤（ぽぷり） 村田（ＳＴＣ） 小島(朝比奈ｸﾗﾌﾞ） 小林（パピ会）
0

0

1-2 大槻(保土ヶ谷ｸﾗﾌﾞ阿部(神南クラブ） 澤田（みねクラブ）

6-1 若山(個　人） 高梨（みねクラブ） 栗田（ひさぎクラブ） 2
0

7-1 阿部(一一会） 宮崎（シュガー） 田所(朝比奈ｸﾗﾌﾞ） 黒川(個　人）
1

10-1山本（あすなろ） 科野（ＮＥＸＴ） 若松(大津同好会） 佐東(茶の実） 1

5-2 尾子（わかば） 桑原(川崎ﾚﾃﾞｨｰｽ）船木（ＮＥＸＴ） 城塚（南戸塚） 0
1

8-2 石河(ｺｽﾓ原宿） 松野（ほおずき） 渡辺(楽々ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ） 増子(ｴﾝｼﾞｮｲｸﾗﾌﾞ）

2-1 小林(川崎ﾚﾃﾞｨｰｽ）高橋（磯子クラブ） 新井(横浜市役所） 大類（ﾃﾆｼｬｽﾅｶｰｽﾞ）

１位 小林　葉子(川崎レディース）

２位 ：阿部　シズ江(神南クラブ）

３位 ：桑原　綾子(川崎レディース）

３位 ：加藤　美紀子(神南クラブ）



⑩：女子６５才以上　決勝トーナメント １８～２１コート

1-1 堺田（ぽぷり） 窪田(三ツ沢クラブ）影山（シンフォニー）

11-2小山(花水木） 長谷川（百合ｸﾗﾌﾞ）斉木（めじろ） 新保(楽々ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ）

0

6-2 小俣(個　　人） 佐藤(南クラブ） 内田（さきがけ） 1
2

1

9-1 江戸（ほおずき） 神谷(卓伸会） 高田（ゆうクラブ） 0

8-1 吉岡(花水木） 雑賀(篠原クラブ） 武田（ＫＡＮＡ） 安藤（さきがけ）

5-1 阿部(洋光台ｸﾗﾌﾞ） 豊田(南クラブ） 浜多（ＫＡＮＡ） 川端（めじろ）

10-2山路（ル・クール） 石井(南クラブ） 成毛（ラブオール） 山本（ユ　リ） 0
0

2-2 小玉（ひさぎｸﾗﾌﾞ） 吉岡（ラブオール） 藤本（ＫＡＮＡ） 加戸（さきがけ）
0

3-2 中橋（ほおずき） 桜井（みねクラブ） 永野(茶の実） 岩田（あさひ）
0

7-2 天野（アルメリア） 榎本（かわさき） 鳥原(竹山クラブ） 小和田(ｴﾝｼﾞｮｲｸﾗﾌﾞ） 2

4-1 亀山（かわさき） 堀尾（ひさぎｸﾗﾌﾞ） 安藤(竹山クラブ） 光山(楽々ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ）

3-1 中橋（ほおずき） 桜井（みねクラブ） 永野(茶の実） 岩田（あさひ）

8-2 吉岡(花水木） 雑賀(篠原クラブ） 武田（ＫＡＮＡ） 安藤（さきがけ）
2

4-2 亀山（かわさき） 堀尾（ひさぎｸﾗﾌﾞ） 安藤(竹山クラブ） 光山(楽々ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ） 1
0

11-1小山(花水木） 長谷川（百合ｸﾗﾌﾞ）斉木（めじろ） 新保(楽々ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ）
0

1-2 堺田（ぽぷり） 窪田(三ツ沢クラブ）影山（シンフォニー） 0

6-1 小俣(個　　人） 佐藤(南クラブ） 内田（さきがけ）

7-1 天野（アルメリア） 榎本（かわさき） 鳥原(竹山クラブ） 小和田(ｴﾝｼﾞｮｲｸﾗﾌﾞ）
0

1

10-1山路（ル・クール） 石井(南クラブ） 成毛（ラブオール） 山本（ユ　リ） 1

5-2 阿部(洋光台ｸﾗﾌﾞ） 豊田(南クラブ） 浜多（ＫＡＮＡ） 川端（めじろ） 0 0

9-2 江戸（ほおずき） 神谷(卓伸会） 高田（ゆうクラブ）

2-1 小玉（ひさぎｸﾗﾌﾞ） 吉岡（ラブオール） 藤本（ＫＡＮＡ） 加戸（さきがけ） 0

１位 ：亀山　敏子（かわさき）

２位 ：小俣　洋子(個　　人）

３位 ：吉岡　保美（花水木）

３位 ：神谷　恵美子(卓伸会）


