
　　　　第8回　ピンクリボン レディース テニス全国大会 参加者名簿 （８月２４日現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最上段から50歳、一般ペアの氏名が記載されています。　☆印はキャプテンです。

1） 北海道 2） 青森県 3） 秋田県 4） 岩手県 5） 山形県 6） 宮城県

☆ 蒲生典子 ☆ 杉浦綾子 白瀬敬美 森田芳子 葛西吏津子 本郷正江

鶴田律子 奈良真智子 鳥羽昌代 坂田千津 大場宏美 山田由美子

関 香織 森下良子 ☆ 中山美枝子 中川美幸 ☆ 島崎寿美子 ☆ 高橋祥子

塩崎綾香 樋口久美子 藤原久美子 ☆ 堀切真貴子 白壁真理子 河田文子

7） 福島県 8） 茨城県 9） 栃木県 10）群馬県 11）埼玉県 12） 東京都

酒谷由美子 ☆ 大槻恵美子 岩間里子 ☆ 吉森和子 ☆ 田中百合子 加藤晴美

福山貴美子 照山陽子 青木香乃 黛 英美 川崎ちひろ 岡 三恵子

☆ 高木典子 千葉美帆子 ☆ 神門由美 六本木由美子 嶋津和恵 ☆ 井上昌美

五十嵐勝代 上田暁子 高梨由美 小林富美子 和久井道代 斎藤園子

13） 千葉県 14） 神奈川県 15） 山梨県 16）長野県 17）新潟県 18） 富山県

熊谷美恵 長谷場美智子 ☆ 野沢恵美 小宮里美 ☆ 恩田恵子 福本初枝

☆ 浅本尚子 ☆ 福田美希子 古屋由美 降旗好美 高木久美子 小柴たみ

安藤たまみ 高橋真波 小島由香 ☆ 山辺佳代子 田中妙子 ☆ 高橋好江

大内まゆみ 杉山かおり 野呂瀬昭子 河野靖子 岩野涼子 得地美津子

19） 石川県 20） 福井県 静岡県 22）愛知県 23）岐阜県 24） 三重県

☆ 関 裕子 ☆ 重盛悦子 三宅美智子 ☆ 水野照子 武藤純子 ☆ 竹内ひとみ

石田美津子 長門智子 木村由里 小松理絵 ☆ 山田美鈴 元吉正子

村本千恵子 山田祐樹子 ☆ 丸山麻貴 上村和美 後藤直子 石川ユウ子

早川香世子 山下奈巳 穴山昌子 近藤珠美 森本寿枝 吉村知嘉子

25） 滋賀県 26） 京都府 27） 奈良県 28）和歌山県 29）大阪府 30） 兵庫県

☆ 角井千鶴子 星 弘子 ☆ 今川千江子 ☆ 園村良子 ☆ 阪口敦子 ☆ 小林美智子

川瀬啓子 ☆ 八木育子 竹内和美 梅本さえ子 鍋島恵美子 土島三枝子

山口利加 馬場晴美 大塚加代 木下みどり 亀岡美和 山村陽子

桐畑紀子 仁木島まゆみ 杉田あゆみ 古田真貴子 真貝真弓 山内理恵子

31） 岡山県 32） 広島県 33） 鳥取県 34）島根県 35）山口県 36） 香川県

☆ 竹森好子 菅原ひとみ 大谷さかゑ 林 直美 山本典枝 ☆ 藤原雅代

田口輝美 ☆ 岡本敦子 西川春恵 ☆ 的野佳子 土井京子 松尾千鶴代

藤澤実知代 石原梨奈 ☆ 三澤聡美 矢口あおい ☆ 大田隆子 渡辺美香

藤田玲子 坂田明佳 秦 千浪 岸原直美 上中明美 佐々木祐子

37） 愛媛県 38） 徳島県 39） 高知県 40）福岡県 41）佐賀県 42） 長崎県

☆ 露口美苗 余喜多きみか 佐伯仁美 ☆ 岸本恵里子 ☆ 樋口法子 ☆ 平田千津子

小野栄子 ☆ 梅林和美 ☆ 岡村奈美 池田淳子 花浦満子 山口雅代

森 由美 武岡一代 中川しのぶ 東 清美 吉田洋子 黒氏理恵子

阪口かおり 井上聖現 上地貴子 羽子田朋子 吉田真綾 河野さやか

43) 大分県 44) 熊本県 45） 宮崎県 46）鹿児島県 47）沖縄県 県名

木本保子 村上久美子 中里文子 鈴木琴代 入谷砂知子 50歳以上の部

秦 好子 本田裕美 ☆ 岩切啓子 谷 初美 仲間美津江 　　々

宇都宮さおり ☆ 中村直美 岡田伸子 ☆ 鮫嶋利津子 ☆ 井藤京子 一般の部

☆ 後藤啓美 桃谷久美子 泉 玲子 濱田典子 諸見里 望 　　々


