
コートを横切るワイヤーに当たった場合はレットとなります

予選リーグ6ゲーム先取(ノーアドバンテージ)順位戦6ゲーム先取(セミアドバンテージ)

試合前の練習はサービス2本です

表彰は各ブロック１位のみです

樋口　和美 児玉　えみ 牛腸　順子 近藤　久美子 石井　和代 村山　晴美

ファミリーITC YeLL テニス同好会 Guts！ ポーリーズTC YeLL

池田　和美 保科　ゆかり 長谷川　和子 伊藤　友美 近藤　美香 渡辺　早智子

ファミリーITC YeLL マリンブルーTS cresc. ファミリーITC ジャンボITS

樋口　和美 近藤　久美子

ファミリーITC Guts！

池田　和美 伊藤　友美

ファミリーITC cresc.

児玉　えみ 石井　和代

YeLL ポーリーズTC

保科　ゆかり 近藤　美香

YeLL ファミリーITC

牛腸　順子 村山　晴美

テニス同好会 YeLL

長谷川　和子 渡辺　早智子

マリンブルーTS ジャンボITS

樋口　和美 0 6  近藤　久美子

池田　和美  伊藤　友美

児玉　えみ 6 5  村山　晴美 牛腸　順子 6 2  石井　和代

保科　ゆかり  渡辺　早智子 長谷川　和子  近藤　美香

長谷川　久代 今井　彩子 長沢　明美 高橋　真世 川崎　幸子 福井　良子

テックアップ ファミリーITC win スポーツガーデン新潟 ファミリーITC Win

吉田　いずみ 桐原　睦美 鈴木　遥 馬場　奈津未 栗原　若葉 星野　直子

T-CLAN ジャンボITS てにんちゅ cresc. マリンブルーTS チームテニスラボ

長谷川　久代 高橋　真世

テックアップ スポーツガーデン新潟

吉田　いずみ 馬場　奈津未

T-CLAN cresc.

今井　彩子 川崎　幸子

ファミリーITC ファミリーITC

桐原　睦美 栗原　若葉

ジャンボITS マリンブルーTS

長沢　明美 福井　良子

win Win

鈴木　遥 星野　直子

てにんちゅ チームテニスラボ

今井　彩子 6 5  高橋　真世

桐原　睦美  馬場　奈津未

長谷川　久代 4 6  川崎　幸子 長沢　明美 3 6  福井　良子

吉田　いずみ  栗原　若葉 鈴木　遥  星野　直子

B１ブロック B２ブロック

川崎　幸子  福井　良子
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9:30 4-6 5-6 0-2

8:30 1-6 6-5 1-1

8:30 6-1 6-4 2-0

B2-3 × × 3B1-3 × × 3

9:30 1-6 3-6 0-2

B2-2 × 〇 2B1-2 〇 〇 1

8:30 6-5 6-3 2-0

B2-1 〇 〇 1B1-1 × 〇 2

8:30 5-6 6-1 1-1

順位

　勝　敗

順位

　勝　敗

６-4

× 〇

9:00 1-6 6-3 1-1 9:00 5-6

A1-3 × 〇 3 A2-3

×

8:00 6-3 3-6 1-1 8:00 1-6 4-6

6-1 6-5

A1-2 〇 × 2 A2-2 ×

A1-1 × 〇 1 A2-1 〇 〇

8:00 3-6 6-1 1-1 8:00

YeLLカップ

11月23日女子サテライト 試合結果

11月23日（水・祝）

A１ブロック

順位

A２ブロック

順位

　勝　敗 　勝　敗

栗原　若葉  星野　直子

 近藤　久美子

 伊藤　友美

児玉　えみ 

保科　ゆかり 

牛腸　順子 

長谷川　和子

今井　彩子

桐原　睦美



コートを横切るワイヤーに当たった場合はレットとなります

予選リーグ6ゲーム先取(ノーアドバンテージ)順位戦6ゲーム先取(セミアドバンテージ)

試合前の練習はサービス2本です

表彰は各ブロック１位のみです

佐藤　めぐみ 藤木　弘美 金田　美佐子 金子　みさ子 中島　美和子 渋谷　ゆかり

T-CLAN ファミリーITC ジャンボITS マリンブルーTS colors スポーツガーデン新潟

近　恵子 桑野　詩歩 大嶋　純子 伊東　邦子 山谷　夕規子 近　容子

G・B ファミリーITC YeLL マリンブルーTS ジャンボITS スポーツガーデン新潟

佐藤　めぐみ 金子　みさ子

T-CLAN マリンブルーTS

近　恵子 伊東　邦子

G・B マリンブルーTS

藤木　弘美 中島　美和子

ファミリーITC colors

桑野　詩歩 山谷　夕規子

ファミリーITC ジャンボITS

金田　美佐子 渋谷　ゆかり

ジャンボITS スポーツガーデン新潟

大嶋　純子 近　容子

YeLL スポーツガーデン新潟

佐藤　めぐみ 6 2  渋谷　ゆかり

近　恵子  近　容子

金田　美佐子 6 4 中島　美和子 藤木　弘美 0 6 金子　みさ子

大嶋　純子 山谷　夕規子 桑野　詩歩 伊東　邦子

板谷越　芳子 外山　和枝 小川　静子 伊藤　康子 斎藤　京子 大井川　響子

エルレッセＴＣ スポーツガーデン新潟 ファミリーITC YeLL 樹里テニスクラブ スポーツガーデン新潟

本間　薫 奥林　友美 山口　綾子 土田　眞理 桑原　光代 貝沼　順子

G・B ヤマダTS フェローズTC フェローズTC エルレッセTC マリンブルーTS

板谷越　芳子 伊藤　康子

エルレッセＴＣ YeLL

本間　薫 土田　眞理

G・B フェローズTC

外山　和枝 斎藤　京子

スポーツガーデン新潟 樹里テニスクラブ

奥林　友美 桑原　光代

ヤマダTS エルレッセTC

小川　静子 大井川　響子

ファミリーITC スポーツガーデン新潟

山口　綾子 貝沼　順子

フェローズTC マリンブルーTS

小川　静子 3 6 大井川　響子

山口　綾子 貝沼　順子

外山　和枝 5 6 斎藤　京子 板谷越　芳子 3 6 伊藤　康子

奥林　友美 桑原　光代 本間　薫 土田　眞理

大井川　響子

貝沼　順子

斎藤　京子 伊藤　康子

桑原　光代 土田　眞理

15:00 6-2 6-3 2-0

D2-3 〇 〇 1D1-3 〇 × 1

15:00 6-1 5-6 1-1

14:00 6-3 3-6 1-1

D2-2 〇 × 2D1-2 × 〇 2

14:00 5-6 6-5 1-1

3-6 2-6 0-2

D2-1 × × 3

D１ブロック

順位

D２ブロック

D1-1 〇 × 3

14:00 6-5 1-6 1-1 14:00

金子　みさ子

伊東　邦子

順位

　勝　敗 　勝　敗

6-3

1

〇 2

佐藤　めぐみ

近　恵子

14:30 4-6 6-0 1-1 14:30 6-0 3-6 1-1

C1-2 × × 3 C2-2 ×

1-1

C1-3 × 〇 2 C2-3 〇 ×

13:30 0-6 0-6 0-2

3

13:30 6-0 6-4 2-0 13:30 6-4 0-6 1-1

C1-1 〇 〇 1 C2-1 〇 ×

13:30 4-6

YeLLカップ

11月23日女子サテライト 試合結果

11月23日（水・祝）

C１ブロック

順位

C２ブロック

順位

　勝　敗 　勝　敗


