
 2018年 女子月例トーナメント　大会結果

　　【　優勝 ： 佐藤　・　山本　】 【　準優勝 ： 冨田 ・ 入部　】

■  決勝トーナメント 

□　１・２位トーナメント（ノーアド６ゲーム先取 / 決勝：ノーアド１セットマッチ）
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□　３位・４位トーナメント（ノーアド６ゲーム先取）
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菊池 ・ 安松
D－３位 土井田 ・山戸

A－４位 菊池 ・安松

B－３位 仲田 ・山崎

C－４位 永石 ・寶野

A－３位 稲垣 ・疋田

B－４位 北原 ・小山

D－４位 関谷 ・藤井

C－３位 今荘 ・大山

C－２位 庄司 ・長井

A－２位 徳永 ・高松

B－1位 勝又 ・酒井

D－２位 佐藤 ・山本
【　優勝　】

C－１位 田中 ・長谷川
佐藤 ・ 山本

D－１位 冨田 ・入部

ダブルス ・ アドバンス
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A－１位 森脇 ・真田

B－２位 甲斐田 ・高橋
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■ 予選リーグ （ノーアド６ゲーム先取）

稲垣 菊池 森脇 徳永
疋田 安松 真田 高松

稲垣 ６－５ ４－６ ３－６
疋田 ○
菊池 ５－６ ０－６ ２－６
安松
森脇 ６－４ ６－０ ６－５
真田 ○ ○ ○
徳永 ６－３ ６－２ ５－６
高松 ○ ○

北原 勝又 仲田 甲斐田
小山 酒井 山崎 高橋

北原 ３－６ ３－６ ６－２ １－２
小山 ○ （－２）

勝又 ６－３ ６－５ ５－６ ２－１
酒井 ○ ○ （＋３）

仲田 ６－３ ５－６ ３－６ １－２
山崎 ○ （－１）

甲斐田 ２－６ ６－５ ６－３ ２－１
高橋 ○ ○ （０）

庄司 永石 田中 今荘
長井 寶野 長谷川 大山

庄司 ６－５ ３－６ ６－４
長井 ○ ○
永石 ５－６ １－６ ３－６
寶野
田中 ６－３ ６－１ ６－０

長谷川 ○ ○ ○
今荘 ４－６ ６－３ ０－６
大山 ○

土井田 冨田 佐藤 関谷
山戸 入部 山本 藤井

土井田 ４－６ ３－６ ６－３
山戸 ○
冨田 ６－４ ６－１ ６－２
入部 ○ ○ ○
佐藤 ６－３ １－６ ６－３
山本 ○ ○
関谷 ３－６ ２－６ ３－６
藤井

■ エントリーリスト
稲垣（富士見台TC） 土井田（ノア） 冨田（Queen）
疋田（竹の子） 山戸（NAS光が丘） 入部（立野LTC）

北原（サントピア） 永石（高松TS） 庄司（フリー）
小山（Piece） 寶野（NAS） 長井（フリー）

関谷（目黒C） 菊池（東台TS） 徳永（高松ローン）
藤井（目黒C） 安松（東台TS） 高松（高松ローン）

今荘（NAS） 仲田（コートピア） 勝又（西が丘）
大山（東台） 山崎（東台） 酒井（高島平インドア）

佐藤（フリー） 甲斐田（IMTA） 森脇（サンライズ） 田中（高松ローン）
山本（ヤマミツ） 高橋（ゼロ） 真田（フリー） 長谷川（ニッケ）
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