
第31回　マルナカオリーブカップ　レディーステニス徳島大会　　予選トーナメント

ブロック 本戦 コンソレーション ブロック
1 都田　一世

3 篭田　美智子 三好　圭子

宮本　留美

Ａ Ｅ2 重本　まゆみ 森　貴子

5 BYE  

4 大谷　由紀 川淵　亜由美

7 大塚　洋子 鹿山　博子

6 瀬山　瑞穂 宮内　真名美

8 島村　真由美 大柿　美和

9 河野　多佳子 前田　和江

本庄　直美

12 井坂　英津子 久米　和子

10 柳坂　　麗子 岩脇　和美

11 西浦　小夜子

ブロックＡ ブロックＥ

13 和泉　道代 山本　秀代

14

15 麻植　亮子 松橋　朱美

16 村田　良子 折上　敏子

BYE  

18 矢藤　知寿 矢藤　有美

17 山本　典子 近藤　有紀子

20 BYE  

19 志摩　育美 前田　ひろみ

22 田渕　美智代 山村　恵美

21 谷川　ウメ子 竹村　登志子

23 平岡　類子 日野　廣子

24 秋山　保子 松下　福代



ブロック 本戦 コンソレーション ブロック
25 米澤　真弓 林　法子

Ｂ Ｆ
27 埴淵　和歌子 佐々木　園子

26 久住　尚子 桑田　洋美

29 BYE  

28 藍沢　多美子 田岡　仁美

31 派田　啓子 西岡　順子

30 小林　京 尾形　理恵

32 堀田　洋子 益田　佳津子

33 谷　さゆみ 森本　加奈子

34 松本　明美 今津　美晴

35 南谷　寿子 東條　由美子

ブロックＢ ブロックＦ

36 三崎　五十鈴 中西　仁美

37 高崎　公美子 森川　真美

39 石井　佳寿江 野々瀬　ゆう

皆本　明子 東條　礼奈

42 渡邊　万城子 三笠　智子

38 松井　淳子 松村　五月

41

40 鹿子　真紀 堺　春枝

44 BYE  

43 上田　由美 渡部　俊子

46 北村　小百合 河野　満由美

45 井内　弥栄 加納　美幸

47 藤田　啓子 辻岡　八寿苗

48 松本　貴子 加藤　真弓



ブロック 本戦 コンソレーション ブロック
49 増田　道代 敦賀　真弓

Ｃ Ｇ
51 浜　紀子 児玉　有香

50 生駒　美和 島　真美

53 BYE  

52 大継　幸代 坂本　直美

55 細川　喜久子 葛籠　枝美

54 藤井　圭子 山内　真理子

56 森　恭子 松長　丸美

57 小林　範子 山城　明日香

58 盛　輝美 大村　秀美

59 森　裕子 露元　一子

ブロックＣ ブロックＧ

60 末岐　裕子 中飯　カツ恵

61 喜内　恵美子 白井　京子

63 久保　良子 斎藤　悦子

川淵　琴女 平井　絵理

66 久次米　江美 米津　裕美

62 大西　和子 知賀　綾子

65

64 伊丹　恭子 犬伏　雅子

68 BYE  

67 島田　佳寿子 佐々木　由利子

70 隅田　富美 喜多　美幸

69 篠田　明子 松岡　暁子

71 武岡　一代 久米　照子

72 近清　史子 百生　公美



ブロック 本戦 コンソレーション ブロック
73 吉原　真由美 小川　弓子

Ｄ Ｈ
75 勝浦　利子 馬渕　尚子

74 金山　恵美子 金山　りさ

77 BYE  

76 戸川　いずみ 坂東　実輝

79 藤岡　里奈 三浦　八重子

78 石川　恵子 林　由佳子

80 平岡　祐子 森奥　千春

81 安喜　温美 吉田　衣江

82 岩戸　千代 庄野　紀子

83 入交　郁子 澤淵　貴子

ブロックＤ ブロックＨ

84 前田　貞子 竹本　和美

85 西野　真紀 宮武　美樹

94 近藤　朱美

87 丁野　恵子 佐々木　恵美

橋本　昭子 西内　生子

90 金沢　正子 宮西　尚子

86 武市　睦美 亀谷　元子

89

92 BYE  

91 黒田　桂子 天野　亜由美

95 岩井　史 矢田　千恵

88 吉永　照美 藤井　尋子

96 前川　和美 玉岡　泰子

郡　通子

93 小西　規子 柳原　美鈴
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