
Ａクラス

1 品田　啓子 マリンブルーTS 中村　尚美 水原ＴＣ
眞保　斉子 ファミリーITC 髙山　美恵子 ジャンボＩＴＳ 5～8

品田 中村

眞保 髙山

遠山　麻美 荒川町TC 遠山 75 60 小柳 小柳　愛子 三和れもん
斎藤　真美 T&S新発田ITS 齋藤 菊池 菊池　美和 はまなすＴＣ
久住　友里恵 ＫＡＺＡＭＡ．ＴＡ 64 品田 中村 61 酒井　美由紀 マリンブルーTS
鷲津　千佳 ファミリーITC 眞保 髙山 野口　幸子 ジャンボＩＴＳ
佐藤　弘子 ファミリーITC 佐藤 61 75 宮内 宮内　梨沙 ジャンボIＴＳ
窪田　裕子 長岡蒼柴SC・TA 窪田 木山 木山　佐枝 ファミリーITC
白井　直子 マリンブルーTS 63 佐藤 宮内 63 藤田　寿美子 ササキテニスクラブ
吉田　美奈子 ファミリーITC 窪田 木山 髙橋　由美子 ササキテニスクラブ

63 76(5)

品田 中村

早福　寿美子 Ｔｒｅａｓｕｒｅ－Ｂｏｘ 眞保 小林 五十嵐　泰子 ジャンボITS
13～16 林　　浩子 ファミリーITC 63 64 後藤　美鈴 ファミリーITC 9～12

金子　真佑佳 柏崎マインTC 渡邊　ゆみ子 吉田TC
9～12 三浦　郁美 柏崎マインTC 竹野　昌子 吉田TC 13～16

金子 渡邊

三浦 竹野

64 76(9) 佐藤 佐藤　納千子 マリンブルーＴＳ
目黒 目黒　幸子 池村プロテニス塾

田中　由美子 テニスステーション新潟 金子 中村 76(5) 小川　真紀 十日町ラブTC
松山　靖子 ジャンボＩＴＳ 三浦 小林 品田　満里子 アピアTC
鈴木　理恵子 Ｋ・Ｔ・A 高橋 63 63 佐藤 大須賀　百合子 スポーツガーデン新潟

山田　智子 ヤマダＴＳ 鈴木 増田 朝川　かほる スポーツガーデン新潟

高橋　裕子 マリンブルーＴＳ 62 笹川 中村 64 佐藤　美佐子 柏崎レディース
鈴木　加奈子 荒川町ＴＣ 山崎 小林 増田　さちえ 上越ローンTC

64

笹川　澄枝 ファミリーITC 品田 中村 中村　亜紀 テニスステーション新潟

5～8 山崎　祐子 水原ＴＣ 眞保 小林 小林　愛子 KAZAMA・TA 3～4

木村　美恵子 六日町ローンTC 62 64 64 小川　久美子 水原TC
3～4 足利　久美子 六日町ローンTC 塚田　万里子 Ｔ＆Ｓ新発田ＩＴＳ 5～8

竹内 小川

貝沼 塚田

竹内　寛子 KAZAMA.TA 竹内 64 62 高橋 高橋　章江 ジャンボＩＴＳ
貝沼　真由美 KAZAMA.TA 貝沼 月野 月野　まり子 ジャンボＩＴＳ
金巻　浩子 ジャンボＩＴＳ 60 竹内 小川 64 本井　房恵 ササキテニスクラブ
井沢　香代 ジャンボＩＴＳ 貝沼 塚田 後藤　淳代 ササキテニスクラブ
鈴木　裕子 ファミリーITC 戸川 62 76(4) 坂口　幸恵 ヤマダＴＳ
大滝　弥寿子 ファミリーITC 高橋 田村　美里 ヤマダＴＳ
戸川　良子 ＹｅＬＬ 64 石橋 田中

高橋　眞理子 マリンブルーTS 大塲 長谷川

62 61

石橋　裕子 ファミリーITC 竹内 岩野 田中　妙子 小出グリーンＴＣ
13～16 大塲　智子 ジャンボＩＴＳ 貝沼 藤野 長谷川　規子 さくらＴＣ 9～12

畑川　百合子 ジャンボＩＴＳ 61 62 荒井　睦 ＹｅＬＬ
9～12 坂井　瑠利子 ファミリーITC 関塚　美枝子 ジャンボＩＴＳ 13～16

畑川 荒井

坂井 関塚

中山　佐和子 加茂市TA 宮園 76(3) 75 築井 菱谷　麻美 アヒルTC
渡辺　芳枝 ササキテニスクラブ 佐藤 福島 永井　真理 ヨネックスＴＣ
宮薗　孝子 スポーツガーデン新潟 63 細金 岩野 60 築井　正子 ジャンボIＴＳ
佐藤　朱美 スポーツガーデン新潟 猪口 藤野 福島　照美 ジャンボＩＴＳ
齋藤　久美子 Vinton'ｓBTC　 馬場 62 64 荻荘 佐藤　　泉 マリンブルーTS
坂井　久美子 マリンブルーTS 飯塚 松浦 松崎　玲子 ジャンボITS
馬場　浩子 ファミリーITC 64 細金 岩野 64 荻荘　こよみ ファミリーITC
飯塚　みゆき ジャンボＩＴＳ 猪口 藤野 松浦　富美枝 ファミリーITC

61 60

細金　佳子 小千谷TA 岩野　涼子 はまなすＴＣ
5～8 猪口　美紀 クエスト 岩野 藤野　綾子 ジャンボＩＴＳ 2

藤野

63

シード

第14回
ヨネックスレディースチャレンジカップ新潟大会

1 33

2 BYE 34 BYE

BYE

3 35

4 36

5 37

6 38

7 BYE 39

8 40

9 41

10 BYE 42 BYE

11 BYE 43

12 44

18 BYE 50 BYE

13 45

14 46

15 BYE 47 BYE

16 48

17 49

19 51

20 52

21 53

22 54 BYE

23 BYE 55 BYE

24 56

25 57

26 BYE 58

30

貝沼

62

岩野

BYE

27 59

28 60

1品田啓子・眞保斉子　2岩野涼子・藤野綾子
3～4中村亜紀・小林愛子/木村美恵子・足利久美子
5～8笹川澄江・山崎祐子/猪口美紀・細金桂子/小川久美子・塚田万里子/中村尚美・髙山美恵子
9～12田中妙子・長谷川規子/五十嵐泰子・後藤美鈴/畑川百合子・坂井瑠利子/早福寿美子・林浩子

品田啓子
眞保斉子

32 64

31 BYE

藤野

63 BYE

29

3位決定戦

61

竹内


