
　　ＣＤクラス < 予選 >　　ＣＤクラス < 予選 >　　ＣＤクラス < 予選 >　　ＣＤクラス < 予選 >　　　　　　１Ｒ　　　　　２Ｒ

　　　　1・古川良重・高橋礼子
　　　　　（　　　　フリー　　　　）

　７－５　７－５　７－５　７－５
　　　　2・一瀬由美・児玉早苗 　６－４　６－４　６－４　６－４

　　　　　（　松原TC・チームYS　） 　　Ａブロック　　Ａブロック　　Ａブロック　　Ａブロック
　６－４　６－４　６－４　６－４

　　　　3・松下佳子・馬場京子 　６－３　６－３　６－３　６－３
　　　　　（GENTA・リトルｂｙリトル）

　６－４　６－４　６－４　６－４
　　　　4・山田和子・大河絹代 　７－５　７－５　７－５　７－５
　　　　　（　　　ミニーズ　　　）

　　　　5・田久保深雪・松岡真理子
　　　　　（　　　ＴＯＡＳＴ　　　）

　７－６(2)　７－６(2)　７－６(2)　７－６(2)
　　　　6・五十嵐史織・渡辺綾子 　６－１　６－１　６－１　６－１

　　　　　（総武グリーンＴＣ・ドロップス） 　　Ｂブロック　　Ｂブロック　　Ｂブロック　　Ｂブロック
　６－１　６－１　６－１　６－１

　　　　7・村中明子・倉林由佳 　２－６　２－６　２－６　２－６
　　　　　（　　ローズヒルＴＣ　　） 　７－６(11)　７－６(11)　７－６(11)　７－６(11)

　６－３　６－３　６－３　６－３
　　　　8・益子光洋香・宇田川恵子 　７－６(3)　７－６(3)　７－６(3)　７－６(3)
　　　　　（　　　　フリー　　　　）

　　　　9・岡田美香・佐藤薫
　　　　　（　チームＹＳ・松原ＴＣ　）

　６－３　６－３　６－３　６－３
　　　10・石坂由美・平間ひろみ 　６－３　６－３　６－３　６－３

　　　　　（　フリー・ペップ　　　） 　　Ｃブロック　　Ｃブロック　　Ｃブロック　　Ｃブロック
　６－３　６－３　６－３　６－３

　　　11・高橋美恵子・五十嵐和子 　６－２　６－２　６－２　６－２
　　　　　（アールグレイ・アミーゴ）

　４－６　４－６　４－６　４－６
　　　12・高山あけみ・松尾喜美子 　６－０　６－０　６－０　６－０
　　　　　（　スピリット・ミニーズ　） 　７－６(7)　７－６(7)　７－６(7)　７－６(7)

　　　13・飯岡一恵・内田芳美
　　　　　（アポロコースト・鷹の台)

　６－４　６－４　６－４　６－４
　　　14・瀧口美千江・近藤綾 　７－６（3）　７－６（3）　７－６（3）　７－６（3）

　　　　　（　　vivid　・　WINS　　） 　　Ｄブロック　　Ｄブロック　　Ｄブロック　　Ｄブロック
　６－３　６－３　６－３　６－３

　　　15・相川早苗・菅乃里子 　６－４　６－４　６－４　６－４
　　　　　（フレンズ・稲毛フラワー）

　６－２　６－２　６－２　６－２
　　　16・平山眞喜・徳山あゆみ 　６－２　６－２　６－２　６－２
　　　　　（　チームYS・ドロップス　）



　　　　　１Ｒ　　　　　２Ｒ
　　　17・三宅靖子・小野塚和代
　　　　　（　STC　・アンデンテ　）　

　４－６　４－６　４－６　４－６
　　　18・栗林百合江・茂木千恵 　６－３　６－３　６－３　６－３

　　　　　（　ベルビュー・ジエミニ　） 　６－３　６－３　６－３　６－３ 　　Ｅブロック　　Ｅブロック　　Ｅブロック　　Ｅブロック
　 　６－４　６－４　６－４　６－４
　　　19・高杉奈緒・大塚加代子 　６－３　６－３　６－３　６－３
　　　　　（　　　チームYS　　　）

　６－１　６－１　６－１　６－１
　　　20・井上由香子・川村雅子 　６－４　６－４　６－４　６－４
　　　　　（グリーンヒル・うさぎ）

　　　21・岡田やよい・佐藤幸子
　　　　　（　ボンバーズ・ＮＭＣ　）

　６－４　６－４　６－４　６－４
　　　22・市村俊江・土谷千穂 　６－３　６－３　６－３　６－３

　　　　　（チームＹＳ・総武グリーンＴＣ） 　　Ｆブロック　　Ｆブロック　　Ｆブロック　　Ｆブロック
　６－４　６－４　６－４　６－４

　　　23・田名部美穂・川崎千秋 　７－５　７－５　７－５　７－５
　　　　　（ＰＶ・ハイブリット吉岡）

　６－４　６－４　６－４　６－４
　　　24・古本智子・黒田佳予子 　６(3)ー７　６(3)ー７　６(3)ー７　６(3)ー７
　　　　　（　　　　ＳＴＣ　　　　） 　６－３　６－３　６－３　６－３

　　　25・横川紀恵・大岩和美
　　　　　（　チームYS・めぐみ　）

　６－２　６－２　６－２　６－２
　　　26・安藤千恵子・古賀芳恵 　６－１　６－１　６－１　６－１

　　　　　（　総武グリーンTC　） 　　Ｇブロック　　Ｇブロック　　Ｇブロック　　Ｇブロック
　 　６－４　６－４　６－４　６－４

　　　27・千葉有希・納谷千景 　４－６　４－６　４－６　４－６
　　　　　（　　Ｋｅｎ`ｓ千葉　　） 　０－０RET　０－０RET　０－０RET　０－０RET

　６－１　６－１　６－１　６－１
　　　28・大西伸子・久山綾子 　６－１　６－１　６－１　６－１
　　　　　（　ミニーズ　・　ＣＣＬ　）

　　　29・花島香織・弓削峰子
　　　　　（　総武グリーンＴＣ　）

　７－５　７－５　７－５　７－５
　　　30・内藤尚子・林直美 　６－４　６－４　６－４　６－４

　　　　　（　グリーズ・ペップ　） 　　Ｈブロック　　Ｈブロック　　Ｈブロック　　Ｈブロック
　６－４　６－４　６－４　６－４

　　　31・市原真紀・永淵久美子 　５－７　５－７　５－７　５－７
　　　　　（　　　　ＯＡＣ　　　　） 　１－０RET　１－０RET　１－０RET　１－０RET

　２－６　２－６　２－６　２－６
　　　32・本田真佐美・植草菜穂子 　６－３　６－３　６－３　６－３
　　　　　（　ｖｉｖｉｄ　・　ＳＰＴＣ　） 　６－２　６－２　６－２　６－２



 C D クラス   <  本 戦  > C D クラス   <  本 戦  > C D クラス   <  本 戦  > C D クラス   <  本 戦  >
　　　　ドローは抽選になります！

           QF　　　　　ＳＦ　　　　　　　Ｆ
 益子光洋香・宇田川恵子
 （　　　　フリー　　　　）

　６－４　６－４　６－４　６－４
 井上由香子・川村雅子 　７－６(5)　７－６(5)　７－６(5)　７－６(5)
 （グリーンヒル・うさぎ）

　 ＷＯ　 ＷＯ　 ＷＯ　 ＷＯ

 古川良重・高橋礼子
 （　　　　フリー　　　　）

　５－７　５－７　５－７　５－７
 平山眞喜・徳山あゆみ 　６－３　６－３　６－３　６－３
 （チームYS・ドロップス） 　６－２　６－２　６－２　６－２

　６－１　６－１　６－１　６－１
　６－３　６－３　６－３　６－３

 本田真佐美・植草菜穂子
 （　ｖｉｖｉｄ　・　ＳＰＴＣ　）

　６－３　６－３　６－３　６－３
 古本智子・黒田佳予子 　６－４　６－４　６－４　６－４
 （　　　　ＳＴＣ　　　　）

　１－６　１－６　１－６　１－６
 岡田美香・佐藤薫 　６－３　６－３　６－３　６－３
 （チームＹＳ・松原ＴＣ） 　６－４　６－４　６－４　６－４

　６－０　６－０　６－０　６－０
 横川紀恵・大岩和美 　６－４　６－４　６－４　６－４
 （　チームYS・めぐみ　）

本戦　3位決定戦本戦　3位決定戦本戦　3位決定戦本戦　3位決定戦
     　   井上由香子・川村雅子
 　　　　 （グリーンヒル・うさぎ）

 　ＷＯ 　ＷＯ 　ＷＯ 　ＷＯ
　　　　 本田真佐美・植草菜穂子
 　　　　 （　ｖｉｖｉｄ　・　ＳＰＴＣ　）

コンソレ　3位決定戦コンソレ　3位決定戦コンソレ　3位決定戦コンソレ　3位決定戦
　　　    三宅靖子・小野塚和代
　　　　　（　STC　・アンデンテ　）　

　４－６　４－６　４－６　４－６
　　　    田名部美穂・川崎千秋 　６－４　６－４　６－４　６－４
　　　　　（ＰＶ・ハイブリット吉岡） (１０－５)(１０－５)(１０－５)(１０－５)



コ　ン　ソ　レコ　ン　ソ　レコ　ン　ソ　レコ　ン　ソ　レ ドローは抽選になります！

          1R            ＱＦ　　　　　ＳＦ　　　　　　　Ｆ
　　　    石坂由美・平間ひろみ
　　　　　（　フリー・ペップ　　　）

　２－６　２－６　２－６　２－６
　　　    安藤千恵子・古賀芳恵 　６－４　６－４　６－４　６－４
　　　　　（　総武グリーンTC　） (12－10)(12－10)(12－10)(12－10)

　６－２　６－２　６－２　６－２
　　　　   松下佳子・馬場京子 　６－０　６－０　６－０　６－０
　　　　　（GENTA・リトルｂｙリトル）

　６－０　６－０　６－０　６－０
　　　    三宅靖子・小野塚和代 　６－２　６－２　６－２　６－２
　　　　　（　STC　・アンデンテ　）　

　６－２　６－２　６－２　６－２
　　　　   村中明子・倉林由佳 　７－６(2)　７－６(2)　７－６(2)　７－６(2)
　　　　　（　　ローズヒルＴＣ　　）

　６－２　６－２　６－２　６－２
　　　    市原真紀・永淵久美子 　６－４　６－４　６－４　６－４
　　　　　（　　　　ＯＡＣ　　　　）

　　ＷＯ　　ＷＯ　　ＷＯ　　ＷＯ
　　　    瀧口美千江・近藤綾
　　　　　（　　vivid　・　WINS　　）

　３－６　３－６　３－６　３－６
　　　    高山あけみ・松尾喜美子 　６－１　６－１　６－１　６－１
　　　　　（　スピリット・ミニーズ　） (１０－４)(１０－４)(１０－４)(１０－４)

　４－６　４－６　４－６　４－６
　　　    内藤尚子・林直美 　 　６－４　６－４　６－４　６－４
　　　　　（　グリーズ・ペップ　） (１０－５)(１０－５)(１０－５)(１０－５)

　６－０　６－０　６－０　６－０
　　　    市村俊江・土谷千穂 　６－０　６－０　６－０　６－０
　　　　　（チームＹＳ・総武グリーンＴＣ）

　７－６(4)　７－６(4)　７－６(4)　７－６(4)
　　　　   一瀬由美・児玉早苗 　４－６　４－６　４－６　４－６
　　　　　（　松原TC・チームYS　） (10－６)　(10－６)　(10－６)　(10－６)　

　６－１　６－１　６－１　６－１
　　　　   五十嵐史織・渡辺綾子 　６－３　６－３　６－３　６－３
　　　　　（総武グリーンＴＣ・ドロップス）

　６－４　６－４　６－４　６－４
　　　    田名部美穂・川崎千秋 　６(4)－７　６(4)－７　６(4)－７　６(4)－７
　　　　　（ＰＶ・ハイブリット吉岡） (１０－７)(１０－７)(１０－７)(１０－７)

　６－２　６－２　６－２　６－２
　　　    千葉有希・納谷千景 　６－２　６－２　６－２　６－２
　　　　　（　　Ｋｅｎ`ｓ千葉　　）

　１－６　１－６　１－６　１－６
　　　    高杉奈緒・大塚加代子 　６－４　６－４　６－４　６－４
　　　　　（　　　チームYS　　　） (１０－８)(１０－８)(１０－８)(１０－８)

　６－１　６－１　６－１　６－１
　　　    相川早苗・菅乃里子 　６－４　６－４　６－４　６－４
　　　　　（フレンズ・稲毛フラワー）


