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遠藤　麻里 札幌 浅野　輝美 らぽーむ

斉藤　奈巳 札幌 伊藤　益美 らぽーむ

織田　芸子 キャロット 天野　伸子 ベルディー

出口　久美子 三沢女子ＴＣ 吉田　純子 パープル

赤川　香奈子 山王TC 三　重 相松　敬子 チアーズ

三浦　しずか THTC (ひよこの部) 高木　綾乃 チアーズ

平賀   薫 エンジェル 山元　優子 エイト

田中  雅美 エンジェル 大野　美南 エイト

武田　陽子 クレッシェンド 木村　真裕美 西の丘

長岡　　泉 ソフィア 岡山　智恵子 西の丘

小川　史絵 須田塾 中嶋　明美 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ学園前

男澤　美知子 けあきレディース 西口　夕美 TS奈良テニスクラブ

長瀬　美智代 ルンルンＴＣ 新本　薫 MTC

佐藤　智子 ルンルンＴＣ 北野　利香 和歌山インドアTC

宮内　あさぎ 東海ロイヤル 大　阪 溝江　恵子 ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ高槻

宮内　あけみ 東海ロイヤル （万博その１） 延命寺　玲奈 Pratico

栃木 大谷　康子 足利みなみ 大　阪 桃田　清美 A-CUBE

（一般） 齋藤　喜美子 足利みなみ （万博その２） 藤田　紀子 ３SC

栃木 渡辺　和子 ミッキー 大　阪 市村　志津香 片山

（60歳） 太田　ひろみ ミッキー （万博その３） 久門  裕美 片山

群馬 新井　志織 グリーンヒルインドアテニスクラブ 大　阪 　国広  眞紀 徳秀苑庭球倶楽部

（一般） 新井　仁美 前橋ローンテニスクラブ （MTP北村） 堀江　孝子 徳秀苑庭球倶楽部

群馬 木村　正子 伊勢崎レディース 兵　庫 奥田　久美子 Ｓテニス

（60歳） 清水　静江 伊勢崎レディース (芦屋） 正井　雪江 Ｓテニス

埼　玉 木田　美恵子 ココナッツ 兵　庫 薦田　妙子 TASU-club

（一般） 前田　みつ美 I H S M (香枦園） 阪上　由美子 Ｄo-planning

埼玉 石井　雅子 COLORS 岡　山 大神　祐子　 フリー

（60歳） 善平　栄美子 COLORS 大田　留理子 フリー

東　京 　 稲熊　紀子    一球一打会 広　島 藤田　寿美 NBT.G.

（一般） 　 森田　かおり    一球一打会 松永　美由紀 Tension

東京 勝山 智子 スマイル 鳥 取 大石 裕子 ラフ
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東京    勝山　智子    スマイル 鳥　取 大石　裕子 ラフ

（60歳）    出店　たつ恵    スマイル 中村　朋子 カプリス

千　葉    朝倉　朝子    マリン庭球 島　根 福間　千恵子 朝日テニスクラブ

（一般）    松田　和恵    スピリット 柳原　豊子 朝日テニスクラブ

千　葉 服部　荘子 OAC 山　口 石田　久美子 グリーン

（60歳） 石田　悦子 ハイブリッド吉岡 徳沢　ゆかり グリーン

神奈川 酒井　実名子 チームマリーナ 藤田　千恵 マーブル

（一般） 岩村　律恵 湘南ローン 大山　晃子 マーブル

神奈川 山口　弘子 ジュンレオ 伊藤　裕子 　 オレンジ

（60歳） 敦井　規代 霧が丘 石橋　恵美 夏すみれ

山　梨 福元　あけみ K３ 東條　礼奈 フリーズ

（一般） 米山　 杉 小瀬レディース 皆本　明子 フリーズ

山　梨 井上　真貴子 ACE　TC 中平　亜耶 神田TC

（60歳） 木羽　鈴子 ACE　TC 中平　京子 神田TC
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杉山　江津子 どりーむＣＯＭＥ 田中　由貴子 ルネサンス福岡香椎

石田　章子 chat chat 徳永　美鶴 久山テニス倶楽部

高野　佳子 佐和田ＴＣ 西川　未来 リョーユースポーツプラザ

信田　聖美 佐和田ＴＣ 江里口　祐里 木下庭球塾

富　山 荒瀧　マリアン センティア 志賀　郁子 西海クラブ

田口　真紀 センティア 田代　由美 佐世保レディース

富　山 鬼原　久美子 魚津市TA 冨久　あさみ Free Mammy

（50歳） 岡本　絹恵 魚津市TA 指原　美智子 Free Mammy

寺井　郁恵 with 稲田　昭子 八代ミューズ

早瀬　佳代 PK 土田　志津子 八代ミューズ

濱田　のぶ Ｊウィン 鈴木　真弓 萩の台テニスクラブ

冨田　享幸 WKTC 落合　あかり てげなテニス部

  澤井 日出子 　ブレスガ－デン 松野　歌織 清鈴クラブ

  永利 真紀子 　ブレスガ－デン 正村　比呂惠 ＳＴ２０３

玉樹　美香 SWING HEART 宜保　さやか フリー

山本　千佳 SWING HEART 比嘉　志津代 ラッキーラビット

犬飼　陽子 ２プラスO

石川　美由紀 T.REO

阿部　由美子 CHANGE

藤田　典子 JTT
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