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優勝者 所属クラブ 優勝者 所属クラブ支部名 支部名

斉藤 葉子 室蘭テニス協会 須甲 登記子 アシニス斉藤　葉子 室蘭テニス協会 須甲　登記子 アシニス

大杉 由夏 室蘭テニス協会 布施 寛子 アシニス
北海道 滋　賀

大杉　由夏 室蘭テニス協会 布施　寛子 アシニス

ブ鈴木　和美 STK 森實　明美 パブリック
青 森 京 都

木村 優子 STK 山下 奈緒美 Ange
青　森 京　都

木村　優子 山下　奈緒美 g

田中 花枝 TEAM-C 楠見 真澄 コスパあやめ池田中　花枝 TEAM C 楠見　真澄 コスパあやめ池

菅原 愛 TEAM C 尾崎 まり TS奈良
奈　良秋　田

菅原　愛 TEAM-C 尾崎　まり TS奈良

大田　育子 大船渡テニス協会 竹垣　千代美 レッツTP西浜
岩 手 和歌山

平山　明子 大船渡テニス協会 田畠　知子 TCW
岩　手 和歌山

東 平山　明子 大船渡テ ス協会 田畠　知子 CW

菊地 紀子 ソフィア 大 阪 今西 美香子 コスモス

東
北 菊地　紀子 ソフィア 大　阪 今西　美香子 コスモス

難波 佳 山形ロ ン （万博その１） 片山 由佳里 徳秀苑庭球倶楽部
山　形

関

北

難波　佳 山形ローン （万博その１） 片山　由佳里 徳秀苑庭球倶楽部

グ

関
西稽古庵　良枝　 ウイニングショット 大　阪 木村　理代 隼

宮 城
西

斎藤　美奈子 フリー （万博その２） 水野　陽子 隼
宮　城

斎藤　美奈子 フリ （ 博そ ） 水野　陽子 隼

横田 広美 くまくま 大 阪 横田 千恵 香里G横田　広美 くまくま 大　阪 横田　千恵 香里G

吉田 慶子 アドバンス （万博その３） 山下 美和子 香里G
福　島

吉田　慶子 アドバンス （万博その３） 山下　美和子 香里G

飯田　由唯 守谷TC 大　阪 横井　あや Tファミリー
茨 城

川上 真里 守谷TC （泉北アクア） 今木 輝美 Tファミリー
茨　城

川上　真里 守谷TC （泉北アクア） 今木　輝美 Tファミリ

赤坂 小百合 足利みなみ 中澤 恵子 ノア加古川赤坂　小百合 足利みなみ 中澤　恵子 ノア加古川

石川 小世美 足利みなみ 市川 真衣子 ノア加古川
栃　木

石川　小世美 足利みなみ 市川　真衣子 ノア加古川
兵 庫

町田登茂子 平井TC 田口　智恵美　 ノア加古川
兵　庫

群 馬 人
三世川睦子 スプレッド 松下 茂美 ノア加古川

群　馬 ４人１
三世川睦子 スプレッド 松下　茂美 ノア加古川

渡辺 美佐枝 吉川レディース 塚本 詩世 遊プラザ渡辺　美佐枝 吉川レディ ス 塚本　詩世 遊プラザ

山口 晶子 吉川レデ ス 西﨑 祥子 遊プラザ関
埼　玉 岡　山

山口　晶子 吉川レディース 西﨑　祥子 遊プラザ

ズ ズ

関
東 浦川　悦子 マンディーズ 田中　寿美恵 フレンズ東

東 京 広 島
福嶋 裕美子 マンディーズ 海老原 育子 フレンズ

東　京 広　島
福嶋　裕美子 マンディ ズ 海老原　育子 フレンズ

原田 由紀子 SPTC 小山 祐子 １ねん２くみ中原田　由紀子 SPTC 小山　祐子 １ねん２くみ

村中 明子 ロ ズヒル 飯田 真規 ラフ

中
国

千　葉 鳥　取
村中　明子 ローズヒル 飯田　真規 ラフ国

山本　志のぶ チームJJ 奥井　紀子 スマイル出雲
神奈川 島 根

水口 ゆかり ウィンフィールド 今岡 和子 スマイル出雲
神奈川 島　根

水口　ゆかり ウィンフィ ルド 今岡　和子 スマイル出雲

宮本 智富美 エスト 隅田 貴美子 ミズノTC宮本　智富美 エスト 隅田　貴美子 ミズノTC

安東 香代子 エスト 田中 麻奈 ミズノTC
山　梨 山　口

安東　香代子 エスト 田中　麻奈 ミズノTC

ブ ブ吉野　由香 ラブリーパンダ 上谷　京子 ハイブリッジTA
長 野 香 川

栗原 かおり Red Beans 宮下 早百理 ハイブリッジTA
長　野 香　川

栗原 かおり 宮下 早百理 イ リッジ

白井 直子 マリンブルーTS 加地 裕子 Newzy白井　直子 マリンブル TS 加地　裕子 Newzy

上関 千恵子 マリンブル TS 石丸 恵子 N四
新　潟 愛　媛

上関　千恵子 マリンブルーTS 石丸　恵子 Newzy
北

四
国宮下　陽子 センティア 犬伏　雅子 徳島ローン

富 山 徳 島
北
信

国

津村 由紀 センティア 笠井 洋美 徳島ローン
富　山 徳　島信

越 津村 由紀 ンティア 井 洋美 徳島 ン

西出 真由美 小松クラブ 鍋島 美樹 エムズ
越

西出　真由美 小松クラブ 鍋島　美樹 エムズ

呉座 由希子 小松クラブ 山本 礼子 エムズ
石　川 高　知

呉座　由希子 小松クラブ 山本　礼子 エムズ

ズ グ山田　美紀 ベリーズ 中本　恵美 ロイヤルグリーンTC
福 井 福 岡

神田　雅美 ベリーズ 石井　希三子 グリーンビレッジTC
福　井 福　岡

神田　雅美 リ ズ 石井　希三子 グリ ンビレッジ C

小林 正子 LFL 小峯 明子 リョユースポーツプラザ小林　正子 LFL 小峯　明子 リョユ スポ ツプラザ

池田 千鶴子 LFL 古川 ルリ リ ユ スポ ツプラザ
静　岡 佐　賀

池田　千鶴子 LFL 古川　ルリ リョユースポーツプラザ

プ榊原　多香子 2プラス０ 砂川　豊子 佐世保レディース愛　知
長 崎

長坂 佳代子 エスぺランスM 濵野 葉子 佐世保レディースDクラス
長　崎

長坂　佳代子 ス ランス 濵野　葉子 佐世保レディ ス

山本 久美子 サンクラブ 神田 節子 aｃtive愛 知 山本　久美子 サンクラブ 神田　節子 aｃtive

塚本 弘枝 サンクラブ 長浜 志保 ti

愛　知
Cクラス

大　分
塚本　弘枝 サンクラブ 長浜　志保 aｃtive

春 寛 恵 名 デ

Cクラス

春日井　寛子 アクトス恵那 園田　みほ 玉名レディース
岐 阜 熊 本

佐々木 夫美枝 アクトス恵那 池田 真弓 フジスポーツFelice
岐　阜 熊　本

佐々木　夫美枝 アクトス恵那 池田　真弓 フジスポ ツ e ce

菅田 光代 四日市FTC 白石 由美 萩の台菅田　光代 四日市FTC 白石　由美 萩の台

辻 みな コスモス 矢野 由紀 萩の台
三　重 宮　崎

辻　　みな コスモス 矢野　由紀 萩の台

平川　陽子 マリーゴールド
鹿児島

茂利 亜由美 マリーゴールド
鹿児島

茂利 亜由美 リ

金城 久代 ブルースカイ金城　久代 ブル スカイ

渡真利 美幸 TC
沖　縄

渡真利　美幸 TC　u


