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草野　朋子 宮の沢競技場 井上　祐花理 岐阜市庭球

尾崎　優子 宮の沢競技場 大城　佳美 T.S.NAWA

加藤　英里 オリバーメイト 名和　歩美 大園ＴＳ

種市　聡子 グレイス 佐田　まどか 大園ＴＳ

 佐藤　都紀 コスモスＴＣ 木村　美香 彦根ビーンズ

 佐藤　美貴子 コスモスＴＣ 筒井　珠世 彦根ビーンズ

立和田  玲子 ペパーミント 円山　愛 フリー

吉田  京子 プリティ 新　陽子 フリー

羽田　茂穂 フリー 井上　麻里子 マキマキ

川瀬　泰代 喜喜クラブ 川本　万利子 香芝インドア

高橋　美幸　 チアーズ 坂本　ゆかり TOMO

柳　純子 チアーズ 中谷　ひとみ TOMO

正木　葉子 美美 大　阪 松本　久代 A-CUBE

蒲生　要子 いわきNTC （万博その１） 城村　香 A-CUBE

佐藤　裕子 個人登録 大　阪 井村　優子 ｱﾛﾊﾗ

岡本　香恵子 個人登録 （万博その２） 藤岡　慶子 ｸﾘｽﾀﾙ

栃木 山村　利美 サンテニス 大　阪 園田　恵子 ｸﾘｽﾀﾙ

（一般） 鍵山　博子 サンテニス （万博その３） 明平　朋子 ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ高槻

栃木 小野　洋子 ラリーズ 大　阪   渡辺　幸子 くにじま

（60歳） 土田　とし子 ラリーズ （MTP北村） 綿谷　嘉子 Tﾜｰﾙﾄﾞ平野

群馬 加藤　理子 太田レディース 小林 晴美 香枦園

（一般） 川村　優華 太田レディース 油納 直子 香枦園

群馬 水野　仁子 スプレット 中山　弥生 ＭＩＣ

（60歳） 山路　範子 スプレット 帰山　真由美 コスモス

山本　かつみ I H S M 大元　達子 やすいそ庭球部

浮田　知美 I H S M 崔　 紀恵 やすいそ庭球部

東 京 鎌田 智子 スマイル 金澤 裕子 off
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東　京 　 鎌田　智子    スマイル 金澤　裕子 off

（一般） 　 田島　千里    スマイル 今井　裕美 ラフ

東京    花田　節子    高松ローン 木本　薫 ウィズ・ミー

（60歳）    渡辺　啓子    高松ローン 赤松　洋子 松江レディース

紫谷　はるみ 袖ヶ浦 中島　久美 ＦＴＣ（山口）

熊本　律子 袖ヶ浦 石田　真澄 ＦＴＣ（山口）

恩田　由美子　 和泉 阿河　真里 屋島

中村　佐織 京浜 糸目　和美 屋島

山　梨 横井　暢余 ＲＡＴＴＳ 森野　由香  　ＰＥＹＰＥＹ

（一般） 前田　晶子 ＲＡＴＴＳ 中矢　樹実香 ＰＥＹＰＥＹ

山　梨 山口　しげ子 クローバー 近藤　佐智子 T&M

（60歳） 伊東　文子 クローバー 尾形　理恵 ラ・ポーム

矢嶋　直子 ラディッシュ 松山　明代 ヴァイオレット

小嶋　牧子 Red　Beans 近森　ちさ ヴァイオレット

野崎　朝子 プリンス 藤本　恵子 エスタインドアTC

大坪　　香 プリンス 水田　美和子 エスタインドアTC

   池田　奈穂   ヤマダＴＳ 古川かおり チームZERO9

   小畑　夏奈子   池村プロテニス塾 山口和子 ジョイパーク

富　山 能登　香苗 かがやき 松林　麻耶 佐世保レディース

岩脇　暢子 大林T.S 宇都宮　里美 佐世保レディース

富　山 奥野　雅美 ホワイトキャップス 植木　真奈美 Free Mammy

（50歳） 長森　知子 ホワイトキャップス 東　貴子 Free Mammy

加須屋　順子 PK 田中　　　恵 フジスポーツＦｅｌｉｃｅ

新田　智恵美 マイン 志水　由紀子 八代レディース

西尾　綾 Ｊウィン 南里　綾香 セントジェームス

小林　彩夏 三国ポーム 肥塚　瑞歩 セントジェームス

 並木　郁乃 　ウインビレッジ 冨田洋子 個人

 山本　厚子 　ウインビレッジ 萩原早百合 マリーゴールド

川崎　彰子 juego 高良　道子 チームわくがわ

池本　麻里絵 juego 喜多　輪子 フリー

阪野　未香 P's

長松　久美子 P's
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