
≪　   　注意事項　    　≫≪　   　注意事項　    　≫≪　   　注意事項　    　≫≪　   　注意事項　    　≫≪　   　注意事項　    　≫≪　   　注意事項　    　≫≪　   　注意事項　    　≫≪　   　注意事項　    　≫

　　　　１DAY  プリンセスＣＵＰ 　　　　１DAY  プリンセスＣＵＰ 　　　　１DAY  プリンセスＣＵＰ 　　　　１DAY  プリンセスＣＵＰ 
※※※※当日、ドローの配布は致しませんので各自印刷お願い致します。当日、ドローの配布は致しませんので各自印刷お願い致します。当日、ドローの配布は致しませんので各自印刷お願い致します。当日、ドローの配布は致しませんので各自印刷お願い致します。※※※※当日、ドローの配布は致しませんので各自印刷お願い致します。当日、ドローの配布は致しませんので各自印刷お願い致します。当日、ドローの配布は致しませんので各自印刷お願い致します。当日、ドローの配布は致しませんので各自印刷お願い致します。

 　　※駐車場の台数に限りがあります。 　　※駐車場の台数に限りがあります。 　　※駐車場の台数に限りがあります。 　　※駐車場の台数に限りがあります。 　　※駐車場の台数に限りがあります。 　　※駐車場の台数に限りがあります。 　　※駐車場の台数に限りがあります。 　　※駐車場の台数に限りがあります。 　　※駐車場の台数に限りがあります。 　　※駐車場の台数に限りがあります。 　　※駐車場の台数に限りがあります。 　　※駐車場の台数に限りがあります。
    　　    　　    　　    　　【１ペア/１台】にて乗り合わせしてお越しください。【１ペア/１台】にて乗り合わせしてお越しください。【１ペア/１台】にて乗り合わせしてお越しください。【１ペア/１台】にて乗り合わせしてお越しください。    　　    　　    　　    　　【１ペア/１台】にて乗り合わせしてお越しください。【１ペア/１台】にて乗り合わせしてお越しください。【１ペア/１台】にて乗り合わせしてお越しください。【１ペア/１台】にて乗り合わせしてお越しください。

　・3月21日(火)　　予備日3月28日(火),4月4日(火)　・3月21日(火)　　予備日3月28日(火),4月4日(火)　・3月21日(火)　　予備日3月28日(火),4月4日(火)　・3月21日(火)　　予備日3月28日(火),4月4日(火)　・3月21日(火)　　予備日3月28日(火),4月4日(火)　・3月21日(火)　　予備日3月28日(火),4月4日(火)　・3月21日(火)　　予備日3月28日(火),4月4日(火)　・3月21日(火)　　予備日3月28日(火),4月4日(火)　・3月21日(火)　　予備日3月28日(火),4月4日(火)　・3月21日(火)　　予備日3月28日(火),4月4日(火)　・3月21日(火)　　予備日3月28日(火),4月4日(火)　・3月21日(火)　　予備日3月28日(火),4月4日(火)
　・9：00集合　　　　9：15試合開始　・9：00集合　　　　9：15試合開始　・9：00集合　　　　9：15試合開始　・9：00集合　　　　9：15試合開始　・9：00集合　　　　9：15試合開始　・9：00集合　　　　9：15試合開始　・9：00集合　　　　9：15試合開始　・9：00集合　　　　9：15試合開始

 　　※８：００よりコート開放しますので、練習できます。 　　※８：００よりコート開放しますので、練習できます。 　　※８：００よりコート開放しますので、練習できます。 　　※８：００よりコート開放しますので、練習できます。 　　※８：００よりコート開放しますので、練習できます。 　　※８：００よりコート開放しますので、練習できます。 　　※８：００よりコート開放しますので、練習できます。 　　※８：００よりコート開放しますので、練習できます。

 　　※ 　　※ 　　※ 　　※集合時間【９：００】までに受付されていない場合は失格となります集合時間【９：００】までに受付されていない場合は失格となります集合時間【９：００】までに受付されていない場合は失格となります集合時間【９：００】までに受付されていない場合は失格となります 　　※ 　　※ 　　※ 　　※集合時間【９：００】までに受付されていない場合は失格となります集合時間【９：００】までに受付されていない場合は失格となります集合時間【９：００】までに受付されていない場合は失格となります集合時間【９：００】までに受付されていない場合は失格となります
  　 　 時間には余裕をもってお気をつけて起こしください。  　 　 時間には余裕をもってお気をつけて起こしください。  　 　 時間には余裕をもってお気をつけて起こしください。  　 　 時間には余裕をもってお気をつけて起こしください。  　 　 時間には余裕をもってお気をつけて起こしください。  　 　 時間には余裕をもってお気をつけて起こしください。  　 　 時間には余裕をもってお気をつけて起こしください。  　 　 時間には余裕をもってお気をつけて起こしください。  　 　 時間には余裕をもってお気をつけて起こしください。  　 　 時間には余裕をもってお気をつけて起こしください。  　 　 時間には余裕をもってお気をつけて起こしください。  　 　 時間には余裕をもってお気をつけて起こしください。
    　　万が一、遅れてしまう場合は必ずご連絡ください。　　    　　万が一、遅れてしまう場合は必ずご連絡ください。　　    　　万が一、遅れてしまう場合は必ずご連絡ください。　　    　　万が一、遅れてしまう場合は必ずご連絡ください。　　℡043－487-4017℡043－487-4017℡043－487-4017℡043－487-4017    　　万が一、遅れてしまう場合は必ずご連絡ください。　　    　　万が一、遅れてしまう場合は必ずご連絡ください。　　    　　万が一、遅れてしまう場合は必ずご連絡ください。　　    　　万が一、遅れてしまう場合は必ずご連絡ください。　　℡043－487-4017℡043－487-4017℡043－487-4017℡043－487-4017

 　　※天候不順の順延決定は、集合時間１時間前【８：００】になります。 　　※天候不順の順延決定は、集合時間１時間前【８：００】になります。 　　※天候不順の順延決定は、集合時間１時間前【８：００】になります。 　　※天候不順の順延決定は、集合時間１時間前【８：００】になります。 　　※天候不順の順延決定は、集合時間１時間前【８：００】になります。 　　※天候不順の順延決定は、集合時間１時間前【８：００】になります。 　　※天候不順の順延決定は、集合時間１時間前【８：００】になります。 　　※天候不順の順延決定は、集合時間１時間前【８：００】になります。 　　※天候不順の順延決定は、集合時間１時間前【８：００】になります。 　　※天候不順の順延決定は、集合時間１時間前【８：００】になります。 　　※天候不順の順延決定は、集合時間１時間前【８：００】になります。 　　※天候不順の順延決定は、集合時間１時間前【８：００】になります。

    　　3月28日(火)が雨天不順で順延の場合はペア変更可能です。    　　3月28日(火)が雨天不順で順延の場合はペア変更可能です。    　　3月28日(火)が雨天不順で順延の場合はペア変更可能です。    　　3月28日(火)が雨天不順で順延の場合はペア変更可能です。    　　3月28日(火)が雨天不順で順延の場合はペア変更可能です。    　　3月28日(火)が雨天不順で順延の場合はペア変更可能です。    　　3月28日(火)が雨天不順で順延の場合はペア変更可能です。    　　3月28日(火)が雨天不順で順延の場合はペア変更可能です。    　　3月28日(火)が雨天不順で順延の場合はペア変更可能です。    　　3月28日(火)が雨天不順で順延の場合はペア変更可能です。    　　3月28日(火)が雨天不順で順延の場合はペア変更可能です。    　　3月28日(火)が雨天不順で順延の場合はペア変更可能です。
    　　ペア変更がある場合は必ずご連絡ください。    　　ペア変更がある場合は必ずご連絡ください。    　　ペア変更がある場合は必ずご連絡ください。    　　ペア変更がある場合は必ずご連絡ください。    　　ペア変更がある場合は必ずご連絡ください。    　　ペア変更がある場合は必ずご連絡ください。    　　ペア変更がある場合は必ずご連絡ください。    　　ペア変更がある場合は必ずご連絡ください。

ア　ク　セ　スア　ク　セ　スア　ク　セ　スア　ク　セ　スア　ク　セ　スア　ク　セ　スア　ク　セ　スア　ク　セ　ス

    車　    車　    車　    車　➔➔➔➔ナビ「千葉県佐倉市上志津１１１５」ナビ「千葉県佐倉市上志津１１１５」ナビ「千葉県佐倉市上志津１１１５」ナビ「千葉県佐倉市上志津１１１５」    車　    車　    車　    車　➔➔➔➔ナビ「千葉県佐倉市上志津１１１５」ナビ「千葉県佐倉市上志津１１１５」ナビ「千葉県佐倉市上志津１１１５」ナビ「千葉県佐倉市上志津１１１５」    車　    車　    車　    車　➔➔➔➔ナビ「千葉県佐倉市上志津１１１５」ナビ「千葉県佐倉市上志津１１１５」ナビ「千葉県佐倉市上志津１１１５」ナビ「千葉県佐倉市上志津１１１５」
電車電車電車電車➔➔➔➔京成本線志津駅「南口」下車徒歩8分程度京成本線志津駅「南口」下車徒歩8分程度京成本線志津駅「南口」下車徒歩8分程度京成本線志津駅「南口」下車徒歩8分程度電車電車電車電車➔➔➔➔京成本線志津駅「南口」下車徒歩8分程度京成本線志津駅「南口」下車徒歩8分程度京成本線志津駅「南口」下車徒歩8分程度京成本線志津駅「南口」下車徒歩8分程度電車電車電車電車➔➔➔➔京成本線志津駅「南口」下車徒歩8分程度京成本線志津駅「南口」下車徒歩8分程度京成本線志津駅「南口」下車徒歩8分程度京成本線志津駅「南口」下車徒歩8分程度

出場者出場者出場者出場者出場者出場者出場者出場者出場者出場者出場者出場者出場者出場者出場者出場者

＆＆＆＆

出場者出場者出場者出場者

＆＆＆＆

出場者出場者出場者出場者

＆＆＆＆

仮ドロー仮ドロー仮ドロー仮ドロー

＆＆＆＆

仮ドロー仮ドロー仮ドロー仮ドロー

＆＆＆＆

仮ドロー仮ドロー仮ドロー仮ドロー仮ドロー仮ドロー仮ドロー仮ドロー仮ドロー仮ドロー仮ドロー仮ドロー



順位順位順位順位ＡグループＡグループＡグループＡグループ Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１ Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２ Ａ３Ａ３Ａ３Ａ３ 順位順位順位順位ＡグループＡグループＡグループＡグループ Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１ Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２ Ａ３Ａ３Ａ３Ａ３

Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１
井上有里・星野美帆井上有里・星野美帆井上有里・星野美帆井上有里・星野美帆

Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１
井上有里・星野美帆井上有里・星野美帆井上有里・星野美帆井上有里・星野美帆
（　うさぎ　・　Ken’s　)（　うさぎ　・　Ken’s　)（　うさぎ　・　Ken’s　)（　うさぎ　・　Ken’s　)

Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１
（　うさぎ　・　Ken’s　)（　うさぎ　・　Ken’s　)（　うさぎ　・　Ken’s　)（　うさぎ　・　Ken’s　)
高橋美穂・菊地千波高橋美穂・菊地千波高橋美穂・菊地千波高橋美穂・菊地千波

Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２
高橋美穂・菊地千波高橋美穂・菊地千波高橋美穂・菊地千波高橋美穂・菊地千波

( レッツ　・オルウェイズ)( レッツ　・オルウェイズ)( レッツ　・オルウェイズ)( レッツ　・オルウェイズ)
冨永直美・佐藤由美冨永直美・佐藤由美冨永直美・佐藤由美冨永直美・佐藤由美

Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２
( レッツ　・オルウェイズ)( レッツ　・オルウェイズ)( レッツ　・オルウェイズ)( レッツ　・オルウェイズ)

Ａ３Ａ３Ａ３Ａ３
冨永直美・佐藤由美冨永直美・佐藤由美冨永直美・佐藤由美冨永直美・佐藤由美

Ａ３Ａ３Ａ３Ａ３
冨永直美・佐藤由美冨永直美・佐藤由美冨永直美・佐藤由美冨永直美・佐藤由美
(　　スマッシュ　　)(　　スマッシュ　　)(　　スマッシュ　　)(　　スマッシュ　　)(　　スマッシュ　　)(　　スマッシュ　　)(　　スマッシュ　　)(　　スマッシュ　　)

BグループBグループBグループBグループ B１B１B１B１ B２B２B２B２ B３B３B３B３ 順位順位順位順位

国府田桂子・志田まなみ国府田桂子・志田まなみ国府田桂子・志田まなみ国府田桂子・志田まなみ

BグループBグループBグループBグループ B１B１B１B１ B２B２B２B２ B３B３B３B３ 順位順位順位順位

B１B１B１B１
国府田桂子・志田まなみ国府田桂子・志田まなみ国府田桂子・志田まなみ国府田桂子・志田まなみ

B１B１B１B１
国府田桂子・志田まなみ国府田桂子・志田まなみ国府田桂子・志田まなみ国府田桂子・志田まなみ
（　プレジ―ル　・　ｆ ｆ　)（　プレジ―ル　・　ｆ ｆ　)（　プレジ―ル　・　ｆ ｆ　)（　プレジ―ル　・　ｆ ｆ　)（　プレジ―ル　・　ｆ ｆ　)（　プレジ―ル　・　ｆ ｆ　)（　プレジ―ル　・　ｆ ｆ　)（　プレジ―ル　・　ｆ ｆ　)

B２B２B２B２
伊野道子・赤木初美伊野道子・赤木初美伊野道子・赤木初美伊野道子・赤木初美

B２B２B２B２
伊野道子・赤木初美伊野道子・赤木初美伊野道子・赤木初美伊野道子・赤木初美

(　ティアラ　・　クレオ 　)(　ティアラ　・　クレオ 　)(　ティアラ　・　クレオ 　)(　ティアラ　・　クレオ 　)
斉藤華子・西田美奈子斉藤華子・西田美奈子斉藤華子・西田美奈子斉藤華子・西田美奈子

B２B２B２B２
(　ティアラ　・　クレオ 　)(　ティアラ　・　クレオ 　)(　ティアラ　・　クレオ 　)(　ティアラ　・　クレオ 　)

B３B３B３B３
斉藤華子・西田美奈子斉藤華子・西田美奈子斉藤華子・西田美奈子斉藤華子・西田美奈子
(BEANS・オルウェイズ)(BEANS・オルウェイズ)(BEANS・オルウェイズ)(BEANS・オルウェイズ)

B３B３B３B３
(BEANS・オルウェイズ)(BEANS・オルウェイズ)(BEANS・オルウェイズ)(BEANS・オルウェイズ)

CグループCグループCグループCグループ C１C１C１C１ C２C２C２C２ C３C３C３C３ 順位順位順位順位CグループCグループCグループCグループ C１C１C１C１ C２C２C２C２ C３C３C３C３ 順位順位順位順位

大嶋千恵子・真鍋祥子大嶋千恵子・真鍋祥子大嶋千恵子・真鍋祥子大嶋千恵子・真鍋祥子
C１C１C１C１

大嶋千恵子・真鍋祥子大嶋千恵子・真鍋祥子大嶋千恵子・真鍋祥子大嶋千恵子・真鍋祥子
（　総武Ｇ　・　フリー　　)（　総武Ｇ　・　フリー　　)（　総武Ｇ　・　フリー　　)（　総武Ｇ　・　フリー　　)

C１C１C１C１
（　総武Ｇ　・　フリー　　)（　総武Ｇ　・　フリー　　)（　総武Ｇ　・　フリー　　)（　総武Ｇ　・　フリー　　)

斉藤京子・三橋恵子斉藤京子・三橋恵子斉藤京子・三橋恵子斉藤京子・三橋恵子
C２C２C２C２

斉藤京子・三橋恵子斉藤京子・三橋恵子斉藤京子・三橋恵子斉藤京子・三橋恵子
(　ブレンディー・サカエ　)(　ブレンディー・サカエ　)(　ブレンディー・サカエ　)(　ブレンディー・サカエ　)

C２C２C２C２
斉藤京子・三橋恵子斉藤京子・三橋恵子斉藤京子・三橋恵子斉藤京子・三橋恵子

(　ブレンディー・サカエ　)(　ブレンディー・サカエ　)(　ブレンディー・サカエ　)(　ブレンディー・サカエ　)

C３C３C３C３
阪上倫子・鈴木朋世阪上倫子・鈴木朋世阪上倫子・鈴木朋世阪上倫子・鈴木朋世

(　ブレンディー・サカエ　)(　ブレンディー・サカエ　)(　ブレンディー・サカエ　)(　ブレンディー・サカエ　)

C３C３C３C３
阪上倫子・鈴木朋世阪上倫子・鈴木朋世阪上倫子・鈴木朋世阪上倫子・鈴木朋世

(　　　アルドール　　　)(　　　アルドール　　　)(　　　アルドール　　　)(　　　アルドール　　　)(　　　アルドール　　　)(　　　アルドール　　　)(　　　アルドール　　　)(　　　アルドール　　　)

DグループDグループDグループDグループ D１D１D１D１ D２D２D２D２ D３D３D３D３ 順位順位順位順位DグループDグループDグループDグループ D１D１D１D１ D２D２D２D２ D３D３D３D３ 順位順位順位順位

D１D１D１D１
宇佐見正美・寺澤えり宇佐見正美・寺澤えり宇佐見正美・寺澤えり宇佐見正美・寺澤えり

D１D１D１D１
宇佐見正美・寺澤えり宇佐見正美・寺澤えり宇佐見正美・寺澤えり宇佐見正美・寺澤えり

（　　　　ＴＣぴらす　　　　)（　　　　ＴＣぴらす　　　　)（　　　　ＴＣぴらす　　　　)（　　　　ＴＣぴらす　　　　)（　　　　ＴＣぴらす　　　　)（　　　　ＴＣぴらす　　　　)（　　　　ＴＣぴらす　　　　)（　　　　ＴＣぴらす　　　　)

D２D２D２D２
柴田幸子・伊藤圭子柴田幸子・伊藤圭子柴田幸子・伊藤圭子柴田幸子・伊藤圭子

D２D２D２D２
柴田幸子・伊藤圭子柴田幸子・伊藤圭子柴田幸子・伊藤圭子柴田幸子・伊藤圭子

(Ｔ，Ｈｏｎｇｏ・プレジ―ル)(Ｔ，Ｈｏｎｇｏ・プレジ―ル)(Ｔ，Ｈｏｎｇｏ・プレジ―ル)(Ｔ，Ｈｏｎｇｏ・プレジ―ル)
小山由香・圓通美穂小山由香・圓通美穂小山由香・圓通美穂小山由香・圓通美穂

D２D２D２D２
(Ｔ，Ｈｏｎｇｏ・プレジ―ル)(Ｔ，Ｈｏｎｇｏ・プレジ―ル)(Ｔ，Ｈｏｎｇｏ・プレジ―ル)(Ｔ，Ｈｏｎｇｏ・プレジ―ル)

D３D３D３D３
小山由香・圓通美穂小山由香・圓通美穂小山由香・圓通美穂小山由香・圓通美穂

(　ＢＥＡＮＳ・チームＹＳ　)(　ＢＥＡＮＳ・チームＹＳ　)(　ＢＥＡＮＳ・チームＹＳ　)(　ＢＥＡＮＳ・チームＹＳ　)
D３D３D３D３

(　ＢＥＡＮＳ・チームＹＳ　)(　ＢＥＡＮＳ・チームＹＳ　)(　ＢＥＡＮＳ・チームＹＳ　)(　ＢＥＡＮＳ・チームＹＳ　)(　ＢＥＡＮＳ・チームＹＳ　)(　ＢＥＡＮＳ・チームＹＳ　)(　ＢＥＡＮＳ・チームＹＳ　)(　ＢＥＡＮＳ・チームＹＳ　)

EグループEグループEグループEグループ E１E１E１E１ E２E２E２E２ E３E３E３E３ 順位順位順位順位EグループEグループEグループEグループ E１E１E１E１ E２E２E２E２ E３E３E３E３ 順位順位順位順位

小野田満佐子・神谷亜由美小野田満佐子・神谷亜由美小野田満佐子・神谷亜由美小野田満佐子・神谷亜由美

EグループEグループEグループEグループ E１E１E１E１ E２E２E２E２ E３E３E３E３ 順位順位順位順位

E１E１E１E１
小野田満佐子・神谷亜由美小野田満佐子・神谷亜由美小野田満佐子・神谷亜由美小野田満佐子・神谷亜由美

（　　　習志野台　　　)（　　　習志野台　　　)（　　　習志野台　　　)（　　　習志野台　　　)
E１E１E１E１

（　　　習志野台　　　)（　　　習志野台　　　)（　　　習志野台　　　)（　　　習志野台　　　)
斉藤恵子・栗並小津枝斉藤恵子・栗並小津枝斉藤恵子・栗並小津枝斉藤恵子・栗並小津枝
（　　　習志野台　　　)（　　　習志野台　　　)（　　　習志野台　　　)（　　　習志野台　　　)

E２E２E２E２
斉藤恵子・栗並小津枝斉藤恵子・栗並小津枝斉藤恵子・栗並小津枝斉藤恵子・栗並小津枝

E２E２E２E２
斉藤恵子・栗並小津枝斉藤恵子・栗並小津枝斉藤恵子・栗並小津枝斉藤恵子・栗並小津枝

(　グリーン’S・ジャスミン　)(　グリーン’S・ジャスミン　)(　グリーン’S・ジャスミン　)(　グリーン’S・ジャスミン　)

E３E３E３E３
石田芳・椎名有希石田芳・椎名有希石田芳・椎名有希石田芳・椎名有希

(　グリーン’S・ジャスミン　)(　グリーン’S・ジャスミン　)(　グリーン’S・ジャスミン　)(　グリーン’S・ジャスミン　)

E３E３E３E３
石田芳・椎名有希石田芳・椎名有希石田芳・椎名有希石田芳・椎名有希

(　　MNT　・　フリー　　)(　　MNT　・　フリー　　)(　　MNT　・　フリー　　)(　　MNT　・　フリー　　)
E３E３E３E３

(　　MNT　・　フリー　　)(　　MNT　・　フリー　　)(　　MNT　・　フリー　　)(　　MNT　・　フリー　　)

FグループFグループFグループFグループ F１F１F１F１ F２F２F２F２ F３F３F３F３ 順位順位順位順位FグループFグループFグループFグループ F１F１F１F１ F２F２F２F２ F３F３F３F３ 順位順位順位順位

F１F１F１F１
平川憲代・武藤澄子平川憲代・武藤澄子平川憲代・武藤澄子平川憲代・武藤澄子

F１F１F１F１
平川憲代・武藤澄子平川憲代・武藤澄子平川憲代・武藤澄子平川憲代・武藤澄子

（　HAPPY　・　VIVID　)（　HAPPY　・　VIVID　)（　HAPPY　・　VIVID　)（　HAPPY　・　VIVID　)
F１F１F１F１

（　HAPPY　・　VIVID　)（　HAPPY　・　VIVID　)（　HAPPY　・　VIVID　)（　HAPPY　・　VIVID　)
矢野真理・大野紀子矢野真理・大野紀子矢野真理・大野紀子矢野真理・大野紀子

F２F２F２F２
矢野真理・大野紀子矢野真理・大野紀子矢野真理・大野紀子矢野真理・大野紀子

(　習志野台・GEN,T,A　)(　習志野台・GEN,T,A　)(　習志野台・GEN,T,A　)(　習志野台・GEN,T,A　)
山越裕美・伊藤留美山越裕美・伊藤留美山越裕美・伊藤留美山越裕美・伊藤留美

F２F２F２F２
(　習志野台・GEN,T,A　)(　習志野台・GEN,T,A　)(　習志野台・GEN,T,A　)(　習志野台・GEN,T,A　)

F３F３F３F３
山越裕美・伊藤留美山越裕美・伊藤留美山越裕美・伊藤留美山越裕美・伊藤留美

F３F３F３F３
山越裕美・伊藤留美山越裕美・伊藤留美山越裕美・伊藤留美山越裕美・伊藤留美
(　トラスティ・フリー　)(　トラスティ・フリー　)(　トラスティ・フリー　)(　トラスティ・フリー　)(　トラスティ・フリー　)(　トラスティ・フリー　)(　トラスティ・フリー　)(　トラスティ・フリー　)



GグループGグループGグループGグループ G１G１G１G１ G２G２G２G２ G３G３G３G３ 順位順位順位順位GグループGグループGグループGグループ G１G１G１G１ G２G２G２G２ G３G３G３G３ 順位順位順位順位

G１G１G１G１
小林由美子・原田理恵小林由美子・原田理恵小林由美子・原田理恵小林由美子・原田理恵

G１G１G１G１
小林由美子・原田理恵小林由美子・原田理恵小林由美子・原田理恵小林由美子・原田理恵
（　　　　フリー　　　　)（　　　　フリー　　　　)（　　　　フリー　　　　)（　　　　フリー　　　　)

G１G１G１G１
（　　　　フリー　　　　)（　　　　フリー　　　　)（　　　　フリー　　　　)（　　　　フリー　　　　)
吉田正子・佐藤美幸吉田正子・佐藤美幸吉田正子・佐藤美幸吉田正子・佐藤美幸

G２G２G２G２
吉田正子・佐藤美幸吉田正子・佐藤美幸吉田正子・佐藤美幸吉田正子・佐藤美幸

(　稲毛フラワー・コアTC　)(　稲毛フラワー・コアTC　)(　稲毛フラワー・コアTC　)(　稲毛フラワー・コアTC　)
石井美香・山澤美枝子石井美香・山澤美枝子石井美香・山澤美枝子石井美香・山澤美枝子

G２G２G２G２
(　稲毛フラワー・コアTC　)(　稲毛フラワー・コアTC　)(　稲毛フラワー・コアTC　)(　稲毛フラワー・コアTC　)

G３G３G３G３
石井美香・山澤美枝子石井美香・山澤美枝子石井美香・山澤美枝子石井美香・山澤美枝子

G３G３G３G３
石井美香・山澤美枝子石井美香・山澤美枝子石井美香・山澤美枝子石井美香・山澤美枝子
(　　　アルドール　　　)(　　　アルドール　　　)(　　　アルドール　　　)(　　　アルドール　　　)(　　　アルドール　　　)(　　　アルドール　　　)(　　　アルドール　　　)(　　　アルドール　　　)

HグループHグループHグループHグループ H１H１H１H１ H２H２H２H２ H３H３H３H３ 順位順位順位順位

小宮敏子・島田明子小宮敏子・島田明子小宮敏子・島田明子小宮敏子・島田明子

HグループHグループHグループHグループ H１H１H１H１ H２H２H２H２ H３H３H３H３ 順位順位順位順位

H１H１H１H１
小宮敏子・島田明子小宮敏子・島田明子小宮敏子・島田明子小宮敏子・島田明子

H１H１H１H１
小宮敏子・島田明子小宮敏子・島田明子小宮敏子・島田明子小宮敏子・島田明子

（ジャスミン・アルドール)（ジャスミン・アルドール)（ジャスミン・アルドール)（ジャスミン・アルドール)（ジャスミン・アルドール)（ジャスミン・アルドール)（ジャスミン・アルドール)（ジャスミン・アルドール)

H２H２H２H２
田中悦子・塚田宣子田中悦子・塚田宣子田中悦子・塚田宣子田中悦子・塚田宣子

H２H２H２H２
田中悦子・塚田宣子田中悦子・塚田宣子田中悦子・塚田宣子田中悦子・塚田宣子

(　習志野台・ヴィリーブ　)(　習志野台・ヴィリーブ　)(　習志野台・ヴィリーブ　)(　習志野台・ヴィリーブ　)
福山泉・千島美雪福山泉・千島美雪福山泉・千島美雪福山泉・千島美雪

H２H２H２H２
(　習志野台・ヴィリーブ　)(　習志野台・ヴィリーブ　)(　習志野台・ヴィリーブ　)(　習志野台・ヴィリーブ　)

H３H３H３H３
福山泉・千島美雪福山泉・千島美雪福山泉・千島美雪福山泉・千島美雪

(ボンバーズ・GEN,T,A　)(ボンバーズ・GEN,T,A　)(ボンバーズ・GEN,T,A　)(ボンバーズ・GEN,T,A　)
H３H３H３H３

(ボンバーズ・GEN,T,A　)(ボンバーズ・GEN,T,A　)(ボンバーズ・GEN,T,A　)(ボンバーズ・GEN,T,A　)

IグループIグループIグループIグループ I１I１I１I１ I２I２I２I２ I３I３I３I３ 順位順位順位順位IグループIグループIグループIグループ I１I１I１I１ I２I２I２I２ I３I３I３I３ 順位順位順位順位

池淵江里子・大出淑江池淵江里子・大出淑江池淵江里子・大出淑江池淵江里子・大出淑江
I１I１I１I１

池淵江里子・大出淑江池淵江里子・大出淑江池淵江里子・大出淑江池淵江里子・大出淑江
（　　　　総武G　　　　)（　　　　総武G　　　　)（　　　　総武G　　　　)（　　　　総武G　　　　)

I１I１I１I１
（　　　　総武G　　　　)（　　　　総武G　　　　)（　　　　総武G　　　　)（　　　　総武G　　　　)
古西郁子・越川真理古西郁子・越川真理古西郁子・越川真理古西郁子・越川真理

I２I２I２I２
古西郁子・越川真理古西郁子・越川真理古西郁子・越川真理古西郁子・越川真理

(　フリー・オルウェイズ　)(　フリー・オルウェイズ　)(　フリー・オルウェイズ　)(　フリー・オルウェイズ　)
I２I２I２I２

古西郁子・越川真理古西郁子・越川真理古西郁子・越川真理古西郁子・越川真理
(　フリー・オルウェイズ　)(　フリー・オルウェイズ　)(　フリー・オルウェイズ　)(　フリー・オルウェイズ　)

I３I３I３I３
川崎佳子・豊田由起子川崎佳子・豊田由起子川崎佳子・豊田由起子川崎佳子・豊田由起子

(　フリー・オルウェイズ　)(　フリー・オルウェイズ　)(　フリー・オルウェイズ　)(　フリー・オルウェイズ　)

I３I３I３I３
川崎佳子・豊田由起子川崎佳子・豊田由起子川崎佳子・豊田由起子川崎佳子・豊田由起子

(　　　リトルｂｙリトル　　　)(　　　リトルｂｙリトル　　　)(　　　リトルｂｙリトル　　　)(　　　リトルｂｙリトル　　　)(　　　リトルｂｙリトル　　　)(　　　リトルｂｙリトル　　　)(　　　リトルｂｙリトル　　　)(　　　リトルｂｙリトル　　　)

JグループJグループJグループJグループ J１J１J１J１ J２J２J２J２ J３J３J３J３ 順位順位順位順位JグループJグループJグループJグループ J１J１J１J１ J２J２J２J２ J３J３J３J３ 順位順位順位順位

J１J１J１J１
新宅順子・高橋由美子新宅順子・高橋由美子新宅順子・高橋由美子新宅順子・高橋由美子

J１J１J１J１
新宅順子・高橋由美子新宅順子・高橋由美子新宅順子・高橋由美子新宅順子・高橋由美子
(　　Ｖ８　　・　　ＺＡＰ　　)(　　Ｖ８　　・　　ＺＡＰ　　)(　　Ｖ８　　・　　ＺＡＰ　　)(　　Ｖ８　　・　　ＺＡＰ　　)(　　Ｖ８　　・　　ＺＡＰ　　)(　　Ｖ８　　・　　ＺＡＰ　　)(　　Ｖ８　　・　　ＺＡＰ　　)(　　Ｖ８　　・　　ＺＡＰ　　)

J２J２J２J２
石川亜紀・木村和子石川亜紀・木村和子石川亜紀・木村和子石川亜紀・木村和子

J２J２J２J２
石川亜紀・木村和子石川亜紀・木村和子石川亜紀・木村和子石川亜紀・木村和子

(　ＨＡＰＰＹ・ジャスミン　)(　ＨＡＰＰＹ・ジャスミン　)(　ＨＡＰＰＹ・ジャスミン　)(　ＨＡＰＰＹ・ジャスミン　)
渡辺優子・山積博子渡辺優子・山積博子渡辺優子・山積博子渡辺優子・山積博子

J２J２J２J２
(　ＨＡＰＰＹ・ジャスミン　)(　ＨＡＰＰＹ・ジャスミン　)(　ＨＡＰＰＹ・ジャスミン　)(　ＨＡＰＰＹ・ジャスミン　)

J３J３J３J３
渡辺優子・山積博子渡辺優子・山積博子渡辺優子・山積博子渡辺優子・山積博子

(　　　　　フリー　　　　　)(　　　　　フリー　　　　　)(　　　　　フリー　　　　　)(　　　　　フリー　　　　　)
J３J３J３J３

(　　　　　フリー　　　　　)(　　　　　フリー　　　　　)(　　　　　フリー　　　　　)(　　　　　フリー　　　　　)(　　　　　フリー　　　　　)(　　　　　フリー　　　　　)(　　　　　フリー　　　　　)(　　　　　フリー　　　　　)

順位順位順位順位KグループKグループKグループKグループ K１K１K１K１ K２K２K２K２ K３K３K３K３ 順位順位順位順位KグループKグループKグループKグループ K１K１K１K１ K２K２K２K２ K３K３K３K３ 順位順位順位順位

高杉奈緒・清水雅美高杉奈緒・清水雅美高杉奈緒・清水雅美高杉奈緒・清水雅美

KグループKグループKグループKグループ K１K１K１K１ K２K２K２K２ K３K３K３K３

K１K１K１K１
高杉奈緒・清水雅美高杉奈緒・清水雅美高杉奈緒・清水雅美高杉奈緒・清水雅美

K１K１K１K１
高杉奈緒・清水雅美高杉奈緒・清水雅美高杉奈緒・清水雅美高杉奈緒・清水雅美

（　チームＹＳ・スピリット　)（　チームＹＳ・スピリット　)（　チームＹＳ・スピリット　)（　チームＹＳ・スピリット　)（　チームＹＳ・スピリット　)（　チームＹＳ・スピリット　)（　チームＹＳ・スピリット　)（　チームＹＳ・スピリット　)

遠藤洋子・早川優子遠藤洋子・早川優子遠藤洋子・早川優子遠藤洋子・早川優子
K２K２K２K２

遠藤洋子・早川優子遠藤洋子・早川優子遠藤洋子・早川優子遠藤洋子・早川優子

(　モンスター・Ｇｌｏｒｙ　)(　モンスター・Ｇｌｏｒｙ　)(　モンスター・Ｇｌｏｒｙ　)(　モンスター・Ｇｌｏｒｙ　)
K２K２K２K２

(　モンスター・Ｇｌｏｒｙ　)(　モンスター・Ｇｌｏｒｙ　)(　モンスター・Ｇｌｏｒｙ　)(　モンスター・Ｇｌｏｒｙ　)

K３K３K３K３
潮田晶子・片山昌子潮田晶子・片山昌子潮田晶子・片山昌子潮田晶子・片山昌子

K３K３K３K３
潮田晶子・片山昌子潮田晶子・片山昌子潮田晶子・片山昌子潮田晶子・片山昌子

(　オリーブ・マリン庭球　)(　オリーブ・マリン庭球　)(　オリーブ・マリン庭球　)(　オリーブ・マリン庭球　)(　オリーブ・マリン庭球　)(　オリーブ・マリン庭球　)(　オリーブ・マリン庭球　)(　オリーブ・マリン庭球　)

LグループLグループLグループLグループ L１L１L１L１ L２L２L２L２ L３L３L３L３ 順位順位順位順位LグループLグループLグループLグループ L１L１L１L１ L２L２L２L２ L３L３L３L３ 順位順位順位順位

L１L１L１L１
濱田裕子・吉野美恵子濱田裕子・吉野美恵子濱田裕子・吉野美恵子濱田裕子・吉野美恵子

L１L１L１L１
濱田裕子・吉野美恵子濱田裕子・吉野美恵子濱田裕子・吉野美恵子濱田裕子・吉野美恵子
(　　　　トーマス　　　　)(　　　　トーマス　　　　)(　　　　トーマス　　　　)(　　　　トーマス　　　　)

L１L１L１L１
(　　　　トーマス　　　　)(　　　　トーマス　　　　)(　　　　トーマス　　　　)(　　　　トーマス　　　　)

尾迫啓以子・早川美代子尾迫啓以子・早川美代子尾迫啓以子・早川美代子尾迫啓以子・早川美代子
L２L２L２L２

尾迫啓以子・早川美代子尾迫啓以子・早川美代子尾迫啓以子・早川美代子尾迫啓以子・早川美代子
(　　　　総武Ｇ　　　　)(　　　　総武Ｇ　　　　)(　　　　総武Ｇ　　　　)(　　　　総武Ｇ　　　　)

L２L２L２L２
(　　　　総武Ｇ　　　　)(　　　　総武Ｇ　　　　)(　　　　総武Ｇ　　　　)(　　　　総武Ｇ　　　　)
関口博子・岡田里恵関口博子・岡田里恵関口博子・岡田里恵関口博子・岡田里恵

(　グリーンヒル・　翼　)(　グリーンヒル・　翼　)(　グリーンヒル・　翼　)(　グリーンヒル・　翼　)
L３L３L３L３

関口博子・岡田里恵関口博子・岡田里恵関口博子・岡田里恵関口博子・岡田里恵
(　グリーンヒル・　翼　)(　グリーンヒル・　翼　)(　グリーンヒル・　翼　)(　グリーンヒル・　翼　)

L３L３L３L３
関口博子・岡田里恵関口博子・岡田里恵関口博子・岡田里恵関口博子・岡田里恵

(　グリーンヒル・　翼　)(　グリーンヒル・　翼　)(　グリーンヒル・　翼　)(　グリーンヒル・　翼　)



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　決 勝 決 勝 決 勝 決 勝 ト ー ナ メ ン トト ー ナ メ ン トト ー ナ メ ン トト ー ナ メ ン ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　決 勝 決 勝 決 勝 決 勝 ト ー ナ メ ン トト ー ナ メ ン トト ー ナ メ ン トト ー ナ メ ン ト
※※※※順位別トーナメントは、くじ引きになります順位別トーナメントは、くじ引きになります順位別トーナメントは、くじ引きになります順位別トーナメントは、くじ引きになります

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　決 勝 決 勝 決 勝 決 勝 ト ー ナ メ ン トト ー ナ メ ン トト ー ナ メ ン トト ー ナ メ ン ト
※※※※順位別トーナメントは、くじ引きになります順位別トーナメントは、くじ引きになります順位別トーナメントは、くじ引きになります順位別トーナメントは、くじ引きになります

優勝優勝優勝優勝優勝優勝優勝優勝

準優勝準優勝準優勝準優勝準優勝準優勝準優勝準優勝準優勝準優勝準優勝準優勝

                            ３位                            ３位                            ３位                            ３位決定戦決定戦決定戦決定戦                            ３位                            ３位                            ３位                            ３位決定戦決定戦決定戦決定戦                            ３位                            ３位                            ３位                            ３位決定戦決定戦決定戦決定戦

3位3位3位3位3位3位3位3位

4位4位4位4位4位4位4位4位4位4位4位4位



２位トーナメント２位トーナメント２位トーナメント２位トーナメント２位トーナメント２位トーナメント２位トーナメント２位トーナメント２位トーナメント２位トーナメント２位トーナメント２位トーナメント

優勝優勝優勝優勝優勝優勝優勝優勝

準優勝準優勝準優勝準優勝準優勝準優勝準優勝準優勝



３位トーナメント３位トーナメント３位トーナメント３位トーナメント３位トーナメント３位トーナメント３位トーナメント３位トーナメント３位トーナメント３位トーナメント３位トーナメント３位トーナメント

優勝優勝優勝優勝優勝優勝優勝優勝優勝優勝優勝優勝

準優勝準優勝準優勝準優勝準優勝準優勝準優勝準優勝


