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川崎　聖美 東区体育館 倉橋　祐子 岐阜ITC
北海道 岐 阜

徳永　桂 東区体育館 野田　美代子 岐阜ITC
北海道 岐　阜

東
高田　美紀子 キャロット 大谷　さゆり 三重GTC

青 森 三 重
海高 美紀子 キャ ッ 大谷 さゆり 重

坂下 恵美 Fine 安部 由美 鈴鹿庭球塾
青　森 三　重

坂下　恵美 Fine 安部　由美 鈴鹿庭球塾

今野 純子 コスモスTC 新沼舘 利香 チェリー今野　純子 コスモスTC 新沼舘　利香 チェリ

工藤 由圭 AAC 木村 成子 チェリ
滋　賀秋　田

工藤　由圭 AAC 木村　成子 チェリー

小石 美佐子 ラブインドアＴＣ 野村 美樹 ﾟﾌﾞﾘ ｸ宝 池小石　美佐子 ラブインドアＴＣ 野村　美樹 ﾊ ﾌ ﾘｯｸ宝ヶ池

高橋 岩崎 京都
岩 手 京 都

高橋　晶子 エコー 岩崎　ヒトミ ITC京都西
岩　手 京　都

東
北 吉永　理絵 鶴岡テニスクラブ 増田　千里 学園前ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙＩＴＣ

山 形
北

奈 良
迎田　佐和子 鶴岡テニスクラブ 池戸　晃代 学園前ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙITC

山　形 奈　良
代

菅野 寿美子 ＳＫＹ 大川 仁美 グリーンTC
宮 城 和歌山

菅野　寿美子 ＳＫＹ 大川　仁美 グリ ンTC

森 洋子 ＳＫＹ 松井 千津 グリーンTC
宮　城 和歌山

森　洋子 ＳＫＹ 松井　千津 グリ ンTC

山田 主恵 セレッソ 大 阪 上田 俊美 TIN山田　主恵 セレッソ 大　阪 上田　俊美 TIN

津田 千恵子 ドリ ムス （万博その１） 武藤 淳子 ﾋﾟｵ ﾈ
福　島

関津田　千恵子 ドリームス （万博その１） 武藤　淳子 ﾋ ｵｰﾈ

茨 城 北村 美沙子 大 阪 北垣 ゆり 鶴見

関
西茨　城 北村　美沙子 J.J 大　阪 北垣　ゆり ﾉｱ鶴見西

（ｵｰﾌﾟﾝ） 渡辺　智恵 個人登録 （万博その２） 青木　由佳 ｱﾛﾊﾗ

茨　城 塙　光子 山吹レディース 大　阪 南口　幸子 TSH

（60歳） 渡辺 三枝子 東海ロイヤル （万博その３） 打越 麻友美 TSH（60歳） 渡辺 枝子 東海 イヤル 博そ 打越 麻友美

建石 智子 大田原レオ 大 阪 天宅 陽子 A-CUBE
栃 木

建石　智子 大田原レオ 大　阪 天宅 　陽子　 A CUBE

原 明美 Ｓｗing （泉北アクア） 内山 敬子 T ﾌｧﾐﾘｰ
栃　木

原　明美 Ｓｗing （泉北アクア） 内山　敬子 T.ﾌｧﾐﾘｰ

群馬 梅原久代 筆TC 井上 瑞希 城山公園TS群馬 梅原久代 一筆TC 井上　瑞希 城山公園TS

（ 般） 吉 理沙 筆 岩崎 京子 岩 特戦隊（一般） 吉田理沙 一筆TC 岩崎　京子 岩田特戦隊
兵 庫

群馬 倉沢千代子 T＆P 大成　由香 協同学苑
兵　庫

４人１４人１人 組（60歳） 阿部千鶴子 T＆P 李　明代 城山公園TS
４人１４人１４人１組

石田　由紀 スーパーショット 山下　志保 J・D・I
埼 玉 岡 山

石 由紀 ショッ 山下 志保

鹿子木 博子 ストロベリー 澤岡 律代 J・D・I
埼　玉 岡　山

関 鹿子木　博子 ストロベリ 澤岡　律代 J D I

東 京 佐藤 亜紀 高島平インドア 細谷 裕子 フレンズ

関
東 東　京 佐藤　亜紀 高島平インドア 細谷　裕子 フレンズ

（ 般） 中澤 千世 高島平インドア 平岩 隆子 ＧＳＨ
広　島

東

（一般） 中澤　千世 高島平インドア 平岩　隆子 ＧＳＨ

東京 渡辺 ナジ 田園 市川 朋子 ミ ザ中東京 渡辺　ナジャ 田園 市川　朋子 ミモザ

歳 ブ
鳥 取

中
国（60歳） 林　和子 田園 中村　宏美 ブレイクフリー

鳥　取
国

大淵　由美子 華組 田原　孝子 ウィズ・ミー
千 葉 島 根

堀　幸子 華組 渡辺　郁子 チームクー
千　葉 島　根

渡

星野 敬代 feel 大庭 亜弥子 宇部興産
神奈川 山

星野　敬代 feel 大庭　亜弥子 宇部興産

海老沢 千里 feel 竹田 妙華 ミズノTC
神奈川 山　口

海老沢　千里 feel 竹田　妙華 ミズノTC

山 梨 富永 美和子 フリ 村井 もりん 丸亀山　梨 富永　美和子 フリー 村井　もりん 丸亀

（ 般） 柘植 明美 エストTC 西岡 以知子 坂出
香　川

（一般） 柘植　明美 エストTC 西岡　以知子 坂出

山 梨 竹田 登志枝 リ 寺川 七海 オ ジ山　梨 竹田　登志枝 フリー 寺川　七海  　オレンジ
愛 媛

（60歳） 向山　久美子 小瀬レディース 塚岡　由美 オレンジ
愛　媛

四
宮尾　純子 えびのこ 松浦　真奈美 蛭子山クラブ

長 野 徳 島
国純 松 真

松澤 絵美 Red Beans 阿部 香織 T.Q.
長　野 徳　島

松澤 絵美 阿部 香織 Q

伊藤 真由美 カオス 三井 志保 エムズ
新 潟 高 知

伊藤　 真由美 カオス 三井　志保 エムズ

月野 まり子 婦人ひまわり 藤澤 康代 エムズ
新　潟 高　知

月野 　まり子 婦人ひまわり 藤澤　康代 エムズ

木山 佐枝 fit 下川 美保 ｉｆ ＴＣ   木山   佐枝     fit 下川　美保　 ｉｆ　ＴＣ

坂井 里織 f 安斎 宏美 Ｃ
新　潟 福　岡

   坂井   里織     fit 安斎　宏美 ｉｆ　ＴＣ

富北

新 潟 福 岡

富　山 高桑　園子 ＣＴＳ 林田　美彌 ミント
北
信 佐 賀

青木　春美 ＣＴＳ 内田　しおり ミント
信
越

佐　賀

富　山 吉川　明子 魚津市ＴＡ 中尾　和美 Pleasure
越

長 崎
富　山 吉川　明子 魚津市ＴＡ 中尾　和美 Pleasure

（50歳） 島津 美佐子 魚津市ＴＡ 内山 久実 三菱重工
長　崎

（50歳） 島津　美佐子 魚津市ＴＡ 内山　久実 三菱重工

温井 敦子 はまなす 石川 真由美 Elefanta温井　敦子 はまなす 石川　真由美 Elefanta

杉岡 智子 ＰＫ 高窪 恵理子 Elefanta
石　川 大　分

杉岡　智子 ＰＫ 高窪　恵理子 Elefanta

河端 理恵 Ｔ＆Ａ 東矢 恵 ＡＢＣインドアテ スＴＳ河端　理恵 Ｔ＆Ａ 東矢　　恵 ＡＢＣインドアテニスＴＳ

美 東矢 望 ド
福 井 熊 本

原　美秩代 TCコスモス 東矢　　望 ＡＢＣインドアテニスＴＳ
福　井 熊　本

鍋岡　直子 藤枝New青葉 板坂　春美 シーガイア
静 岡 宮 崎

良知　淳子 藤枝LTC 佐藤　映后 ルネサンス
静　岡 宮　崎

中川 美恵 h2ETA 濱田美佳子 グッチ愛 知
鹿児島

中川　美恵 h2ETA 濱田美佳子 グッチ

高木 美智恵 h2ETA 山元京子 かたつむり）

愛　知
Dクラス

鹿児島
高木　美智恵 h2ETA 山元京子 かたつむり）

小境 陽子 瀬戸TC 佐久川 美代子 フリ ダム

Dクラス

愛 知 小境　陽子 瀬戸TC 佐久川　美代子 フリーダム

渡邊 あけみ USL 瀬良垣 美貴 フリ ダム

愛　知
Cクラス

沖　縄
渡邊　あけみ USL 瀬良垣　美貴 フリーダムCクラス


