
該当されるペアはリスト下にある開催内容を確認の上、
shibu.levelup@gmail.com
件名：予備日ﾜﾝﾃﾞｰ
竹中宛に再度エントリーの有無をメールしてください。
（該当ペアリストは一番下に掲載）

９月４日（水）Prince レディーステニストーナメント参加者リスト

８時４５分集合 ９時４５分集合

1 新井 敦子 GROWING 本田 祐子 GROWING 17 金澤 万由美 シャンピオナ 田村 愛実 シャンピオナ

2 野本 優子 高松ローン 岩田 博子 高松ローン 18 高田 琴美 アシニス 吉田 雅恵 アシニス

3 今村 京子 東久留米市民 斎藤 真由美 メリー＆ハリー 19 緒方 輝代 東久留米市民 伊東 淳子 東久留米市民

4 礒部 里美 井の頭 風斗 明美 井の頭 20 矢ケ崎 泉 井の頭 佐伯 淳子 井の頭

5 伊澤 あゆみ ウエスト 高野 尚子 ウエスト 21 小林 百合子 Muu 伊東 照代 Muu

6 澤田 かおり 東大和 澤田 清美 パパス 22 青木 美代子 パパス 山崎 恭子 平山台

7 宮田 祐子 高松ローン 福島 律子 Claire 23 江原 孝子 wlnd 渕脇 里美 wind

8 増田 好恵 アシニス 新居 えり アシニス 24 奥林 里美 アシニス 番場 ふさ子 アシニス

9 品田 康子 ひまわり 宮下 香津美 ひまわり

10 五箇 慶子 イースト 安達 和江 イースト 【注意事項】

11 片岡 千鶴 ハピスト 太田 有美 ハピスト ＊ドローの当日配布はいたしません。８月２４日以降にＨＰ掲載します。

12 沓澤 陽子 登戸サンライズ 青木 玲子 登戸サンライズ ＊キャンセルされる場合は速やかに上記メールアドレスに連絡ください。

13 宮本 由紀子 プラネット 藤井 ちか ひまわり ＊開催要項にある注意事項を再読ください。

14 森 真里 府中サンC 小林 亜子 府中サンC

15 松井 佳織 プラネット 伴  みち子 ひまわり

16 長谷川 昌代 ジーク 長田 敬子 ジーク

予備日レディースワンデートーナメント　該当ペア

1 青田 純子 テニスの王子様 中野 妙子 テニスの王子様 11 相澤 良枝 TT4C 増島 桂子 TT4C

2 菊地原 真紀 町田ローン 野崎 美紀 町田ローン 12 深原 由美子 井の頭 白石 純子 井の頭

3 沼田 美保子 久我山L 脇屋 直子 久我山L 13 原田 美奈子 Toffy 金山 博美 Toffy

4 堀川 久財子 パパス 野口 幸子 パパス 14 辻口 直子 西原グリーン 多田 恵 西原グリーン

5 田本 多美子 お茶会 江川 恭子 お茶会 15 勝倉 陽子 Ｔ-サンライズ 溝口 はるみ Ｔ-サンライズ

6 鈴木 佐知子 ライジング 小西 純子 ライジング 16 谷野 淳子 井の頭T 福田 恭子 井の頭T C

7 加藤 亜津子 Dテニス 渡邊 庸子 Dテニス 17 米山 理恵 国立霞ヶ丘 天明 伸子 Muu

8 木下 千鶴子 Dテニス 塩田 広美 Dテニス 18 高市 美津子 グラデフラ 河口 陽子 グラデフラ

9 入江 真美 登戸サンライズ 長橋 順子 登戸サンライズ 19 新庄 優子 パパス 長嶋 美幸 パパス

10 岩埼 清子 TMC 竹延 久美子 TMC 20 松尾 喜美子 サウス 宮崎 恭子 サウス

【日 　程】：2019年9月11日（水）　9月4日が雨天順延の場合は中止となります。
【会 　場】：東宝調布スポーツパーク
【参加費】：６０００円（当日集金）
【締　 切】：8月7日（水）19時まで

【定 　員】：12組以上（定員に満たない場合は中止となります。8/9速報掲示板に掲載します）
【参加賞】：ソックス

【注意事項】
①共催グローブライド株式会社様はつきません。
②当日はご自身のラケットにてプレーしてください。
③Prince レディーステニストーナメントにキャンセルが出た場合はこちらのリストの上位の方から繰り上がって参加していただきます。

たくさんの申し込みありがとうございました。残念ながら定員オーバーのため抽選とさせていただきました。

それにより、初めての試みとして落選者対象の『予備日レディースワンデートーナメント』を企画いたしました。

mailto:shibu.levelup@gmail.com

