
第２０回　北信越レディーステニス　決勝大会
記　　録 ＜１日目＞ 　 会場：富山県桃山運動公園

　
新潟県 ４－５ 石川県 種　　目 福井県 ４－５ 長野県
 真田　さくら  古林　陽子 ２０～３９歳  井上　貴代 ９－８  谷　純子
 小池　真奈美  東條　里奈 １  山田　祐樹子 （１）  中島　亜希
 佐藤　美佐子  池村　伊津子 ４０～４９歳  剱　裕子  木島　みどり
 高木　久美子  平野　真紀 １  池端　知子  杉森　真砂
 平川　美由紀  高山　万紀子 ４０～４９歳  久守　美幸  野村　由紀子
 菊地　さゆり  藤井　真理 ２  赤木　悠起子  涌井　美代子
 堀川　美樹子  示野　映子 ４０～４９歳  吉田　幸栄  上原　秀子
 帆苅　和子  堀　　三代 ３  山本　喜代美  吉塚　晶子
 桐生　明美  有川　洋子 ５０～５４歳  藤山　多美子  代田　美恵子
 中村　美重子  堀　　芳子 １  元井　三千代  小宮　里美
 木村　美恵子  須田　美子 ５０～５４歳  中島　亮子  石井　康子
 恩田　恵子  伊藤　久美子 ２  庄内　みつ子  小泉　緑
 金原　真弓  川上　恵子 ５５～５９歳  平尾　みどり  五十嵐　泰子
 湯本　潤子  木村　悦子 １  野阪　和代  浅野　道子
 志田　千恵子  高辻　千里 ５５～５９歳  酒師　ひさ子  今度　三紀子
 早川　恵子  冨田　紀子 ２  丸山　敬子  寺沢　千鶴子
 大澤　幸子  原田　マリ子 ６０歳以上  柴田　敦子  相川　とよ子
 石橋　多計見  新名　豊子  中浦　香寿美  中村　潤子

石川県 ６－３ 福井県 種　　目 長野県 ５－４ 富山県
 古林　陽子  井上　貴代 ２０～３９歳  谷　純子  得地　美津子
 東條　里奈  山田　祐樹子  中島　亜希  高橋　好江
 池村　伊津子  吉田　幸栄 ４０～４９歳  涌井　美代子  米沢　恵美子
 平野　真紀  山本　喜代美 １  野村　由紀子  鶴瀬　由美子
 示野　映子  剱　裕子 ４０～４９歳  木島　みどり  前田　小由理
 堀　　三代  池端　知子 ２  杉森　真砂  佐伯　ゆかり
 高山　万紀子  久守　美幸 ４０～４９歳  上原　秀子  八ツ橋　幸代
 藤井　真理  赤木　悠起子 ３  吉塚　晶子  高田　恵子
 須田　美子  藤山　多美子 ５０～５４歳  石井　康子  田子　由美子
 伊藤　久美子  元井　三千代 １  小泉　緑  米島　敦子
 有川　洋子  中島　亮子 ５０～５４歳  代田　美恵子  高野　里美
 堀　　芳子  庄内　みつ子 ２  小宮　里美  東　　美雪
 高辻　千里  平尾　みどり ５5～５９歳  五十嵐　泰子  小柴　たみ
 冨田　紀子  野阪　和代 １  浅野　道子  河野　雅子
 川上　恵子  酒師　ひさ子 ５５～５９歳  今度　三紀子  堀井　美衣
 木村　悦子  丸山　敬子 ２  寺沢　千鶴子  川口　妙子
 原田　マリ子  柴田　敦子 ６０歳以上  相川　とよ子  福本　初枝
 新名　豊子  中浦　香寿美  中村　潤子  林　　真喜子

新潟県 ２－７ 長野県 種　　目 福井県 ２－７ 富山県
 真田　さくら  谷　純子 ２０～３９歳  井上　貴代  得地　美津子
 小池　真奈美  中島　亜希  山田　祐樹子  高橋　好江
 堀川　美樹子  上原　秀子 ４０～４９歳  吉田　幸栄  八ツ橋　幸代
 帆苅　和子  吉塚　晶子 １  山本　喜代美  高田　恵子
 平川　美由紀  涌井　美代子 ４０～４９歳  久守　美幸  前田　小由理
 菊地　さゆり  野村　由紀子 ２  赤木　悠起子  佐伯　ゆかり
 佐藤　美佐子  木島　みどり ４０～４９歳  剱　裕子  米沢　恵美子
 高木　久美子  杉森　真砂 ３  池端　知子  鶴瀬　由美子
 木村　美恵子  石井　康子 ５０～５４歳  藤山　多美子  田子　由美子
 恩田　恵子  小泉　緑 １  元井　三千代  米島　敦子
 桐生　明美  代田　美恵子 ５０～５４歳  中島　亮子  高野　里美
 中村　美重子  小宮　里美 ２  庄内　みつ子  東　　美雪
 志田　千恵子  五十嵐　泰子 ５5～５９歳  平尾　みどり  小柴　たみ
 早川　恵子  浅野　道子 １  野阪　和代  河野　雅子
 金原　真弓  今度　三紀子 ５５～５９歳  酒師　ひさ子  堀井　美衣
 湯本　潤子  寺沢　千鶴子 ２  丸山　敬子  川口　妙子
 大澤　幸子  相川　とよ子 ６０歳以上  柴田　敦子  福本　初枝
 石橋　多計見  中村　潤子  中浦　香寿美  林　　真喜子
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記　　録 ＜２日目＞

新潟県 ６－３ 富山県 種　　目 石川県 ３－６ 長野県
 真田　さくら  得地　美津子 ２０～３９歳  古林　陽子  谷　純子
 小池　真奈美  高橋　好江  東條　里奈  中島　亜希
 平川　美由紀  八ツ橋　幸代 ４０～４９歳  示野　映子  木島　みどり
 菊地　さゆり  高田　恵子 １  堀　　三代  杉森　真砂
 佐藤　美佐子  前田　小由理 ４０～４９歳  池村　伊津子  涌井　美代子
 高木　久美子  佐伯　ゆかり ２  平野　真紀  野村　由紀子
 堀川　美樹子  米沢　恵美子 ４０～４９歳  高山　万紀子  上原　秀子
 帆苅　和子  鶴瀬　由美子 ３  藤井　真理  吉塚　晶子
 木村　美恵子  田子　由美子 ５０～５４歳  須田　美子  代田　美恵子
 恩田　恵子  米島　敦子 １  伊藤　久美子  小宮　里美
 桐生　明美  高野　里美 ５０～５４歳  有川　洋子  石井　康子
 中村　美重子  東　　美雪 ２  堀　　芳子  小泉　緑
 志田　千恵子  堀井　美衣 ５5～５９歳  高辻　千里  今度　三紀子
 早川　恵子  川口　妙子 １  冨田　紀子  寺沢　千鶴子
 金原　真弓  小柴　たみ ５５～５９歳  川上　恵子  五十嵐　泰子
 湯本　潤子  河野　雅子 ２  木村　悦子  浅野　道子
 大澤　幸子  福本　初枝 ６０歳以上  原田　マリ子  相川　とよ子
 石橋　多計見  林　　真喜子  新名　豊子  中村　潤子

新潟県 ５－４ 福井県 種　　目 石川県 ５－４ 富山県
 真田　さくら  井上　貴代 ２０～３９歳  古林　陽子  得地　美津子
 小池　真奈美  山田　祐樹子  東條　里奈  高橋　好江
 佐藤　美佐子  久守　美幸 ４０～４９歳  高山　万紀子  前田　小由理
 高木　久美子  赤木　悠起子 １  藤井　真理  佐伯　ゆかり
 堀川　美樹子  吉田　幸栄 ４０～４９歳  示野　映子  八ツ橋　幸代
 帆苅　和子  山本　喜代美 ２  堀　　三代  高田　恵子
 平川　美由紀  剱　裕子 ４０～４９歳  池村　伊津子  米沢　恵美子
 菊地　さゆり  池端　知子 ３  平野　真紀  鶴瀬　由美子
 桐生　明美  中島　亮子 ５０～５４歳  有川　洋子  田子　由美子
 中村　美重子  庄内　みつ子 １  堀　　芳子  米島　敦子
 木村　美恵子  藤山　多美子 ５０～５４歳  須田　美子  高野　里美
 恩田　恵子  元井　三千代 ２  伊藤　久美子  東　　美雪
 金原　真弓  酒師　ひさ子 ５5～５９歳  高辻　千里  堀井　美衣
 湯本　潤子  丸山　敬子 １  冨田　紀子  川口　妙子
 志田　千恵子  平尾　みどり ５５～５９歳  川上　恵子  小柴　たみ
 早川　恵子  野阪　和代 ２  木村　悦子  河野　雅子
 大澤　幸子  柴田　敦子 ６０歳以上  原田　マリ子  福本　初枝
 石橋　多計見  中浦　香寿美  新名　豊子  林　　真喜子

戦　績　表

新潟県 石川県 福井県 長野県 富山県 勝 　敗

新潟県 ４－５ ５－４ ２－７ ６－３ ２勝　２敗

石川県 ５－４ ６－３ ３－６ ５－４ ３勝　１敗

福井県 ４－５ ３－６ ４－５ ２－７ ０勝　４敗

長野県 ７－２ ６－３ ５－４ ５－４ ４勝　０敗

富山県 ３－６ ４－５ ７－２ ４－５ １勝　３敗
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