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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

立浪 政代 岩見沢テニス協会 竹内 早苗 彦根ハピーズ立浪　政代 岩見沢テニス協会 竹内　早苗 彦根ハピ ズ

河野 満由美 宮の森 植垣 貴美子 フレ シ 甲賀
北海道 滋　賀

河野　満由美 宮の森 植垣　貴美子 フレッシュ甲賀

小此木　忍 三沢女子 岡本　明美 Maybe
青 森 京 都

小川 礼子 ちゃれんじ 金井 佳代子 ピース
青　森 京　都

小川　礼子 ちゃれんじ 金井　佳代子 ピ ス

鈴木 みゆき AAC 深田 千晃 飛鳥インドア鈴木　みゆき AAC 深田　千晃 飛鳥インドア

横井 もと子 AAC 山下 奈美子 飛鳥インドア
奈　良秋　田

横井　もと子 AAC 山下　奈美子 飛鳥インドア

北島　伸子 エンジェル 大桑　恵理 ワカヤマTS
岩 手 和歌山

山形　厚子 フレッシュ 神前　星子 ワカヤマTS
岩　手 和歌山

東 山形　厚子 フレッシ 神前　星子 ワカヤマ S

阿部 美津江 ルネサンス 大 阪 宮越 由季 レインボー彩都

東
北 阿部　美津江 ルネサンス 大　阪 宮越　由季 レインボ 彩都

和田 沙織 ルネサンス （万博その１） 木村 利果 レインボ 彩都
山　形

関

北

和田　沙織 ルネサンス （万博その１） 木村　利果 レインボー彩都関
西森　千代子 JACK 大　阪 神山　初美 ノア天下茶屋

宮 城
西

橋口　敏子 JACK （万博その２） 芝池　浩子 ノア天下茶屋
宮　城

橋口　敏子 J C （ 博そ ） 芝池　浩子 ノア天下茶屋

高崎 裕子 L V TC 大 阪 三橋 真奈美 ノア久宝寺高崎　裕子 L.V.TC 大　阪 三橋　真奈美 ノア久宝寺

矢部 貴子 いわきNTC （万博その３） 井上 美奈 ノア久宝寺
福　島

矢部　貴子 いわきNTC （万博その３） 井上　美奈 ノア久宝寺

大平　美樹 Pal Up 大　阪 五味　利枝子 カクテル企画
茨 城

中原 ゆき Pal Up （泉北アクア） 三苫 真由美 カクテル企画
茨　城

中原　ゆき Pal Up （泉北アクア） 三苫　真由美 カクテル企画

大井 隆子 ローズTG 竹内 由紀 TC神戸大井　隆子 ロ ズTG 竹内　由紀 TC神戸

行川 幸子 ロ ズTG 福村 里紗 TC神戸
栃　木

行川　幸子 ローズTG 福村　里紗 TC神戸
兵 庫

藤吉　智子 高崎ローン 丸山　聖子 Trantotte
兵　庫

群 馬 人
萩原 由美子 前橋ローン 大屋 恵美 一般

群　馬 ４人１
萩原　由美子 前橋 ン 大屋　恵美 般

須藤 優子 ジョイマックス 上田 和歌子 ガーデングリーン須藤　優子 ジョイマックス 上田　和歌子 ガ デングリ ン

島崎 美香 ジ イマ クス 守安 真弓 フリ関
埼　玉 岡　山

島崎　美香 ジョイマックス 守安　真弓 フリー関
東 酒井　恵 ウエスト 熊丸　ちよみ ZONE

東 京 広 島
東

三好 かずみ 神崎 木戸 弥生 ZONE
東　京 広　島

三好　かずみ 神崎 木戸　弥生 ZONE

山本 明子 TODAY 大石 裕子 ラフ中山本　明子 TODAY 大石　裕子 ラフ

佐藤 桂 R S 米澤 有香 ラフ
千　葉 鳥　取

中
国佐藤　桂 R.S 米澤　有香 ラフ国

加藤　芳美 RTS 廣戸　みゆき 松江レディース
神奈川 島 根

鈴 素子 KITTY 寺本 結香 松江レディース
神奈川 島　根

鈴　素子 寺本　結香 松江レディ ス

萩原 麻美 エストTC 山田 芳子 ジョイフル萩原　麻美 エストTC 山田　芳子 ジョイフル

小池 洋子 ISHII TA 中村 絹代 ジ イフル
山　梨 山　口

小池　洋子 ISHII.TA 中村　絹代 ジョイフル

石川　亜季 西和田TC 岡田　由美子 ラビット
長 野 香 川

寺島 公江 ｍ＆ｍ 中山 由紀子 ラビット
長　野 香　川

寺島 公江 中山 由紀子 ラ ット

松枝 愛子 クエスト 石川 由美子 夏すみれ松枝　愛子 クエスト 石川　由美子    夏すみれ

富田 緑 クエスト 坪内 智子 あいクラブ四
新　潟 愛　媛

富田　緑 クエスト 坪内　智子 あいクラブ

ブ北
四
国田光　真由美 FFポニータ 原田　真美 蛭子山クラブ北

信
国

富 山 徳 島
豊田 時子 ステップ 田渕 美智子 蛭子山クラブ

信
越

富　山 徳　島
豊田 時子 テッ 田渕 美智子 蛭子山クラ

中村 明子 buddy 市川 順江 ミルキーウェイ
越

中村　明子 buddy 市川　順江 ミルキ ウェイ

辻川 千鶴子 小松クラブ 堀川 理恵 ミルキ ウ イ
石　川 高　知

辻川　千鶴子 小松クラブ 堀川　理恵 ミルキーウェイ

織田　喜美栄 三国ポーム 前田　由美 ifTC
福 井 福 岡

山岸　知子 ISS 豊福　由美子 大野城TA
福　井 福　岡

山岸　知子 SS 豊福　由美子 大野城

池田 勝世 LFL 中冨 敬子 ITS九州池田　勝世 LFL 中冨　敬子 ITS九州

筒井 幸子 LFL 林 恵子 チ ムアリオカ
静　岡 佐　賀

筒井　幸子 LFL 林　　恵子 チームアリオカ

ブ玉城　美香 SWIGHEART 山下　明美 諫早クラブ愛　知
長 崎

小境 陽子 瀬戸TC 西村 みち子 諫早クラブDクラス
長　崎

小境　陽子 瀬戸 C 西村　みち子 諫早クラブ

長沼 恵久子 チェリーTC 亀山 絵美 さくらクラブ愛 知 長沼　恵久子 チェリ TC 亀山　絵美 さくらクラブ

吉田 光子 なかよし 幸 文子 さくらクラブ

愛　知
Cクラス

大　分
吉田　光子 なかよし 幸　　文子 さくらクラブ

高 晴 藤 頼 ズ

Cクラス

高阪　晴代 平和テニス 藤原　頼子 八代ミューズ
岐 阜 熊 本

渡邊 あけみ フリー 白石 浩美 PASSING
岐　阜 熊　本

渡邊　あけみ フリ 白石　浩美 SS G

杉野 裕子 ハッピー 渡部 智子 ルネサンス杉野　裕子 ハッピ 渡部　智子 ルネサンス

田辺 孝子 クィ ンズ 樋口 美加 ルネサンス
三　重 宮　崎

田辺　孝子 クィーンズ 樋口　美加 ルネサンス

神嵜　彩 出水LHR
鹿児島

庄山 美砂 出水LHR
鹿児島

庄山 美砂 出水

田中 一美 フリーダム田中　 美 フリ ダム

鎌田 美奈子 フリ ダム
沖　縄

鎌田　美奈子 フリーダム


