
優 勝 準 優 勝

3 位 4 位

第１回 ブリヂストンクリスマスカップ 結果

一 般 の 部

菅野喜久江（ＲＩＺＵ）藤田 元（みはらレディース） 鈴木貴子（あしかがＧＴ）福岡幸江（あしかがＧＴ）

益子きく子（ミッキー）沖田恵子（ＲＩＺU） 岩間里子（ＦＡＩＲＷＩＮD）藤江喜恵子（Ｊムーン）



優 勝 準 優 勝

優 勝 準 優 勝

八筬ミツ子（ローズＴＧ）橋爪洋子（ケロチャンズ） 宮田真澄（ロ-ズＴＧ）高野啓子（ク-ルライフスポ-ツ）

５５歳以上の部

６０歳以上の部

佐藤千恵子（エンデバー）日賀野和江（大田原レオ） 福井寿美子（フォ-ル-ト）市川敦子（みかも山ＧＴＣ）



ＲＥＴ

３位 決定戦

岩間 ・藤江
益子 ・沖田

益子 ・沖田
65

岩本 三千代 （クローバ ー）

工藤 敦子 （エンデバー） 63

篠崎 優子 （真 岡 ＳＴＣ）

高根沢 かおり （Ｓｗｉｎｇ） 60

橋本 美樹 （Ｓｗｉｎｇ）

星野 朋子 （クローバ ー） 63

八筬

建石 智子 （大田原レオ） 64 八筬 ミツ子

（ロー ズ ＴＧ） 82 橋爪

藤田 元 （みはらﾚﾃ ｨ゙ｰｽ） 高野 啓子 （ｸ-ﾙ ﾗｲﾌｽ ﾎ -゚ﾂ）

菅野 喜久江 （Ｒ ＩＺＵ ） 64 宮田 真澄

吉田 節子 （キャロット））

金原 良子 （Ｊム ー ン ） 62

山口 悦子

（ロー ズ ＴＧ）

原 明美 （Ｓｗｉｎｇ） 橋爪 洋子 （ケロチャンズ）

６０歳以上の部
三浦 郁子 （ミッキ ー ） 63

決勝トーナメント
中村 みやび （Ｊム ー ン ）

益子 きく子 （ミッキ ー ） 61

沖田 恵子 （Ｒ ＩＺＵ ）

小堀 智美 （クローバ ー）

鍵山 博子 （サ ンテニス）

萩原 由美子 （Ｇ ＴＣ Ｃ ） 43 大島 文子

65

（ケロチャンズ） 菅野

岩間 里子 （ＦＡＩＲＷＩＮＤ） 63

藤江 喜恵子 （Ｊム ー ン ）

小松原 博子 （あしかがＧＴ）

61

山村 利美 （サ ンテニス）

63 藤田

田島 章子 （あしかがＧＴ）

（小山マスターズ） 83

青木 かおり （ＰＥＡＣＨ） 飯島 正子 （コマツレディ－ス）

岩瀬 尚子 （ウ イン グ ） 福井 寿美子 （フォールート）

鈴木 貴子 （あしかがＧＴ） 西山 文子 （ＦＡＩＲＷＩＮＤ）

81

佐藤

石井 久枝 （ウ イン グ ） 60 市川 敦子 （みかも山ＧＴＣ） 86 日賀野

（エンデバー）

赤坂 小百合 （足利みなみ） 日賀野 和江 （大田原レオ）

福岡 幸江 （あしかがＧＴ） 65

一般の部 ５５歳以上の部

決勝トーナメント 決勝トーナメント

石川 きよみ （足利みなみ） 佐藤 千恵子

角田 明子 （サ ンテニス）



                   結果

    年 月 日 金  

      昭和 森       

     部

      勝敗 順位

 

東京 

  雨川 佐藤             
  田村 竹中         

 

群馬          

  松井 岩田             
  石川 田村         

 

神奈川       

  石井 村田             
  小林 齊藤         

 

埼玉          

  三田 前田             
  吉川 須田         

 

茨城       

  鈴木 武村             
  宮﨑 市毛         

      勝敗 順位

 

群馬       

  宮野 吉田             
  藤生 児島         

 

栃木        

  菅野 藤田             
  福岡 鈴木         

 

東京    

  乙部 神保             
  長澤 勝原         

 

山梨              

  齊藤 賀宮             
  小島 清水         

 

千葉    

  沢出 中山             
  奥津 野口         



                   結果

    年 月 日 金  

      昭和 森       

     部 順位決定戦

 位
東京 

 
東京 東京 

 
  雨川 佐藤     乙部 神保

  田村 竹中     長澤 勝原

   

 位
千葉

 
埼玉 千葉

 
  三田 前田     沢出 中山

  吉川 須田     奥津 野口

 位
群馬 

 
群馬 山梨

 
  松井 岩田     齊藤 賀宮

  石川 田村     小島 清水

 位
栃木

 
神奈川 栃木

 
  石井 村田     菅野 藤田

  小林 齊藤     福岡 鈴木

   

 位
群馬 

 
茨城 群馬 

 
  鈴木 武村     宮野 吉田

  宮﨑 市毛     藤生 児島

   



                   結果

    年 月 日 金  

          昭和 森       

  歳以上 部

    勝敗 順位

 

千葉    

  田口 梅澤         
  清水 上坂     

 

神奈川

  田川 吉田         
  石田 立原     

 

群馬    

  妹尾 楳原         
  荻原 下山     

    勝敗 順位

 

東京    

  伊藤 金子         
  麻生 黒田     

 

山梨

  後藤 須藤         
  下山 初鹿     

 

埼玉    

  須藤 田川         
  土屋 三木     

    勝敗 順位

 

東京 

  川西 高原         
  黒木 窪田     

 

栃木

  佐藤 日賀野         
  八筬 橋爪     

 

茨城

  祢津 宇野         
  永瀬 武田     



                   結果

    年 月 日 金  

          昭和 森       

  歳以上 部 順位別   戦

 位    勝敗 順位

 

群馬       

  妹尾 楳原         
  荻原 下山          

 

埼玉       

  須藤 田川         
  土屋 三木          

 

東京       

  川西 高原         
  黒木 窪田          

 位    勝敗 順位

 

神奈川         

  田川 吉田         
  石田 立原         

 

東京       

  伊藤 金子         
  麻生 黒田         

 

栃木         

  佐藤 日賀野         
  八筬 橋爪         

 位    勝敗 順位

 

千葉

  田口 梅澤         
  清水 上坂     

 

山梨

  後藤 須藤         
  下山 初鹿     

 

茨城

  祢津 宇野         
  永瀬 武田     




