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地域 支部名 優勝者 所属クラブ 地域 支部名 優勝者 所属クラブ
小泉　望 スウイング 日下　幸子 皇子山
大久保　志保 スウイング 梅田　陽子 皇子山
神山　律子 八戸ロイヤル 露木　真由美 西の丘
土田　由香里 八戸ロイヤル 高嶋　加代子 フリー
信田　雅子 ＡＡＣ 武岡　幸子 ダイヤモンドＴＣ
小場　多美子 朝テニス 久門　摂子 ダイヤモンドＴＣ
工藤　敬子 わかば 西海　美香 マウンティンＴＣ
柴崎　久仁子 エコー 上野山　幸恵 マウンティンＴＣ
藤倉　久美子 フリー 大　阪 坂本　美保 はっさく
山田　有希絵 米沢なかよし （万博１） 中谷　弥穂 ｉｍｕ
栗城　励子 キッツせんだい 大　阪 清水　路恵 フリー
大塚　典子 ｃｏｌｏｒｓ （万博２） 山崎　純恵 フリー
野地　典子 つばさ 大　阪 上瀧　美恵子 狭山
山本　奈美子 さつき （泉北アクア） 辻宅　喜代美 第三庭球部
黒田　穂波 ＬＴＢ 大嶋　美千子 ＴＣ三田
鈴木　育子 ＬＴＢ 兵　庫 前川　知子 ＴＣ三田
黒田　康子 ＦＡＩＲ　ＷＩＮＤ (4人1組） 小川　深雪 フリー　　　　　
吉田　節子 キャロット 河崎　純江 デュポーム六甲
渋谷　千晴 前橋レディース 市原　早苗 Ｊ・Ｄ・Ｉ
中村　尚美 前橋レディース 木野内久美子 Ｊ・Ｄ・Ｉ
高野　春美 あさき 丸子　朱美 Ｔ－Ｓｔｅｐ
林　登茂子 あさき 辻本　千愛 毘沙門台ＴＣ
北澤　みゆき ＢＴＣ 永尾　美奈子 スマイル
向後　淳子 Ｖａｍｏｓ 田中　早苗 スマイル
坂本　眞理子 ＴＯＡＳＴ 野上　有子 さんべテニスクラブ
市川　優子 ヴィリーブ 平野　次世 さんべテニスクラブ
松井　有規子 ＳＡＬＬＹ 平山　美紀 下関フリー
嶋崎　幸恵 鎌倉宮カントリー 藤川　友美 下関フリー
井上　真貴子 スマッシュ08 前島　三知子 マーブル
木羽　鈴子 スマッシュ08 青木　裕実子 マーブル
小山　晴美 フェイ 森定　啓子 ブラッソ
岩田　眸未 チームヒーロー 井上　佐知子 ブラッソ
後藤　美鈴 スポーツガーデン新潟 佐野　薫 ＧＵＲＩＭ
横川　ゆかり 婦人ひまわり 鹿山　博子 フリーズ
鬼原　久美子 魚津市ＴＡ 北岡　千奈美 ヤマセミ
江淵　清美 魚津市ＴＡ 永野　緑 ヤマセミ
和田　恵子 オレンジペコ 籠田　雅絵 マルシェ
南　淳子 オレンジペコ 佐藤　奈津子 テニスフレンズ
本多　薫 ＬＥＴ 木下　厚子 太閤テニスクラブ
竹内　由美 Ｔｅａｍプレジャー 金井田真知恵 太閤テニスクラブ
飯山　悦子 ＮＴＣ 松本　千波 あすなろ
今村　八壽子 ＮＴＣ 岩崎　真美 あすなろ
柴山　千沙子 牛魔王 磯山　芳江 ベルテックス
松山　恵 ＹＥＢＩＳＵ 渡辺　三千代 フリーライン
梶田　恵 ポニー 西屋　佳代 Ｌａｄｙ　Ｂｕｇ
小林　さゆり ポニー 井手上　慶子 Ｌａｄｙ　Ｂｕｇ
新井　江利子 ＢＢ.Ｆ 河野　しのぶ ルネサンス
吉岡　里美 ＢＢ.Ｆ 鬼塚　いづみ ルネサンス

永田　真理子 ＳＴ２０３
中間　直美 ＳＴ２０３
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富島　典子 よっちゃんず
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