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増田　由美子 富良野テニス協会 　清川　千津子 　LFL

木原　京子 富良野テニス協会   清水　有里 　サンライズ

三浦　みより アーティーズ 前田　洋子 アップル

津川　裕美 アーティーズ 加藤　ゆかり なかよし

那波　美穂子 フリー 山内　小百合 フィットITS

石川　亜矢子 ＡＡＣ 内田　真貴 チョコミント

志田　千栄子 わかば 藤木　真理 スポルトTA

伊藤　茂子 わかば 小出　恵子 アンドロメダ

奥山　誠美 ＢＴＡ 木本　雪子 Ｐ.Ｓ.Ｐa

後藤　亜紀 ＢＴＡ 日下　部由美 アイエヌオー

中川  かがり ウェンディ 上　香 パープル

相澤  歩 ウェンディ 小林　英巳子　 ドロップス

吉田　淳子 GASCTT 三　重 三浦　聡子 オリンピアＳＣ

星　好子 GASCTT (ひよこの部) 山下　尚子 オリンピアＳＣ

茨　城 辻野　美紀子 テニスポ－ト波崎 辻野　なる美 ラリー

（一般） 瀬尾　芽久美 マス・ガイアテニスクラブ 宮永　浩子 ラリー

茨　城 小菅　佳子 ＪＡＣ 川勝　麻衣子 ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ

（60歳） 丸山　りゆ子 ラブオ－ル 長西　葉子 ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ

栃木 佐藤　美恵 GTCC 堂下　有香 香芝インドア

（一般） 萩原　由美子 GTCC 久米　ひろみ　 香芝インドア

栃木 藤城　克子 Swing 宮崎　眞由美 ライズＴＡ

（60歳） 鈴木　映子 Swing 脇村　美紀 フリー

群馬 星野  ゆかり 渋川テニスクラブ 大　阪 藤田　智子 ITW石切

（一般） 小林　知子 あかぎテニスクラブ （万博その１） 﨑山　雪江 鶴見緑地MTS

群馬 栗原　美由紀 ASUKA 大　阪 村井　麻美 Pratico

（60歳） 藤井　亮子 ASUKA （万博その２） 波多江　陽子 ﾃﾆｺﾐ萩之庄

埼　玉 甲斐田　真奈美 Ｐ．Ｔ 大　阪 山内　真由美 巧庭球塾

（一般） 高橋　倫子 Ｐ．Ｔ （万博その３） 菊田　美代子 M's13

埼玉 須崎　喜久江 ウイニング 大　阪 　妹尾　ちよみ Hop's

（60歳） 長谷川　恵子 大井ファミリー （MTP北村その1） 岩城　美由紀 U.S.K

東　京 　 武田　理恵    TENNIS　SUNRISE 大　阪 　岡　千絵 T.ﾌｧﾐﾘｰ

（一般） 　 高群　五月    TENNIS　SUNRISE （MTP北村その2） 辻本　雅美 T.ﾌｧﾐﾘｰ

東京    小松　恭子    wind 田中　麻里 TC神戸

（60歳）    釣　友子    wind 白田　篤子 TC神戸

千　葉    津田　佳子    Ｒａｌｌｙ 岡　山 吉原　晴恵　 J.D.I

（一般）    間宮　哲子    マリン庭球 藤井　孝子 every.TC

千　葉 大山　智子 イレブン 広　島 香川　真理子 庭球館

（クイーン） 山形　都　 イレブン 樋口　愛香 庭球館

神奈川 浜田　香代子 メゾフォルテ 鳥　取 小河　和美 Ｂegins

（一般） 古庄　敬子 メゾフォルテ 近藤　浩子 Ｂegins

神奈川 梅田　路子 城郷 島　根 福間　千恵子 朝日テニスクラブ

（60歳） 長島　貴恵子 城郷 竹歳　能日 Ｉ　出雲

山　梨 柘植　明美 エスト TC 山　口 松尾 　京子 小野田（ﾌﾘｰ）

（一般） 小泉　聖子 北杜市体協 冨田 　佳子 防府HCTT

山　梨 上島　淳子 小瀬レディース 香川　奈々 トキワ

（60歳） 川口　錠子 RATTS 松本　真樹 フォーレスト

長　野 高野　由美子 池の前Ｔ.Ｃ 高崎　千夏    GAIYA

（一般） 川口　夏子 池の前Ｔ.Ｃ 関家　里奈 GAIYA

長　野 澤本　咲幸 トライアングル 佐々木　由利子 ガーデン

（55歳） 三澤　千加子 Ｍ.Ｍ.クラブ 島田　佳寿子 徳島ローン

新　潟 石塚　博美 スポーツガーデン新潟 山井　真紀 ベストパートナー

（一般） 福田　恵子 スポーツガーデン新潟 猪野　千沙 ベストパートナー

新　潟 鹿田　典子 ティ・エルセ 枝松　利花 グリーンビレッジTC

（ﾊﾟｰﾙの部） 清田　智也子 プリンス 御手洗　明子 グリーンビレッジTC

富　山 荒瀧　マリアン センティア 乗田　沙紀 ファインヒルズTC

（一般） 山田　彩 センティア 乗田　美由紀 フリー

富　山 鬼原　久美子 魚津市TA 熊脇　萌々子 ＣＨＯＣＯＶＩＣ

（ﾊﾟｰﾙの部） 福山　真由美 魚津市TA 松本　彩花 ＣＨＯＣＯＶＩＣ

石　川 本郷　真弓 千代野ＴＣ 油布　麻理 ａｃｔｉｖｅ

（一般） 中村　世志江 千代野ＴＣ 井上　美紀子 Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ

石川 今井　陽子 ＰＫ 坂本　洋子 玉名レディース

（ﾊﾟｰﾙの部） 山本　美紀 ＰＫ 高田　慶子 熊本ローンＴＣ

福　井 畑　恵子 三国ポーム 東郷　恵 シーガイアＴＡ

（一般） 鈴木　由美子 三国ポーム 上福元　由香 シーガイアＴＡ

福　井 野阪　和代 丸岡グリーン 松野　文代 チーム・シャラポン

（ﾊﾟｰﾙの部） 平尾　みどり 丸岡グリーン 佐藤　直美 ハミングバード

鉢嶺　結 漫友会

兼次　愛 漫友会
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