
 2021年 女子月例トーナメント　大会結果

　　【　優勝 ： 鈴木　・　佐藤　】 【　準優勝 ： 西村 ・ 牧　】

■  決勝トーナメント

　　■　１・２位トーナメント
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　　■　３位・４位トーナメント
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ダブルス ・ ビギナー （1月）

令和3年1月25日 開催

Ａ－１位 田村 ・宮部

Ｂ－２位 若林 ・森川

D－２位 水戸 ・田中
【　優勝　】

Ｃ－１位 西村 ・牧
鈴木 ・ 佐藤

D－１位 鈴木 ・佐藤

Ｃ－２位 提坂 ・柳下

Ａ－２位 渡部 ・長沢

Ｂ－１位 橋本 ・飯泉

Ａ－３位 大門 ・江守

Ｂ－４位 加藤 ・川岸

D－４位 佐藤 ・内藤

大門 ・ 江守
D－３位 竹内 ・村越

Ａ－４位 髙橋 ・福井

Ｃ－４位 吉田 ・宇波

Ｃ－３位 成澤 ・坪井

Ｂ－３位 髙間 ・大井
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■ 予選リーグ 

大門 髙橋 渡部 田村
江守 福井 長沢 宮部

大門 ６－２ ６－４ １－６ ２－１
江守 ○ ○ （＋１）

髙橋 ２－６ ３－６ ５－６
福井
渡部 ４－６ ６－３ ６－５ ２－１
長沢 ○ ○ （＋２）

田村 ６－１ ６－５ ５－６ ２－１
宮部 ○ ○ （＋５）

若林 橋本 髙間 加藤
森川 飯泉 大井 川岸

若林 ３－６ ６－３ ６－１
森川 ○ ○
橋本 ６－３ ６－４ ６－１
飯泉 ○ ○ ○
髙間 ３－６ ４－６ ６－２
大井 ○
加藤 １－６ １－６ ２－６
川岸

吉田 成澤 西村 提坂
宇波 坪井 牧 柳下

吉田 ６－２ ０－６ １－６ １－２
宇波 ○ （－７）

成澤 ２－６ ５－６ ６－５ １－２
坪井 ○ （－４）

西村 ６－０ ６－５ ６－３
牧 ○ ○ ○

提坂 ６－１ ５－６ ３－６ １－２
柳下 ○ （＋１）

竹内 水戸 鈴木 佐藤
村越 田中 佐藤 内野

竹内 ６－４ ０－６ ４－６ １－２
村越 ○ （－６）

水戸 ４－６ １－６ ６－２ １－２
田中 ○ （－３）

鈴木 ６－０ ６－１ ６－１
佐藤 ○ ○ ○
佐藤 ６－４ ２－６ １－６ １－２
内野 ○ （－７）

■ エントリーリスト

大門（大正セントラル目白） 若林（桜田） 吉田（フリー）
江守（高井戸ダイヤモンド） 森川（高松ローン） 宇波（フリー）

髙橋（NAS） 橋本（関町TS） 成澤（TOPインドア氷川台）
福井（高松） 飯泉（東台） 坪井（TOPインドア氷川台）

渡部（新座ローン） 髙間（高松ローン） 西村（高島平TS）
長沢（新座ローン） 大井（高松ローン） 牧（東台TS）

田村（高松LTCS） 加藤（フリー） 提坂（和光ゼロ）
宮部（高松LTCS） 川岸（フリー） 柳下（和光ゼロ）

竹内（MTS） 水戸（コートピア） 鈴木（目黒C） 佐藤（ミルキー）
村越（MTS） 田中（コートピア） 佐藤（目黒C） 内野（フリー）
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