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優勝者 所属クラブ 優勝者 所属クラブ

坂田　朋世 スギムラテニスクラブ 山田　桂子 　エンジョイ

倉橋　道子 スギムラテニスクラブ 後藤　絹代 　トリプルショット

坂本　千穂 弘前ＴＣ 金子　次代 ナイナイ

成谷　郁子 弘前ＴＣ 中村　康子 竜南

児玉　夕貴子 ARU-GA 中村　奈津未 juego

高桑　幸子 ホワイト 水谷　瑞希 juego

安藤　不二子 モリオカロイヤルＴＣ 瀬川　真由美 アンドロメダ

佐々木　由紀 モリオカロイヤルＴＣ 川瀬　千恵子 衣浦マリンTC

阿部　紀子 シナジー 門崎　朱美 LIC

佐藤　満喜 シナジー 岩田　尚見 長良川ローンテニスクラブ

小野崎　弘美 リベラ仙台 渡部　美由紀 郡上市テニス協会

石川　直美 多賀城レディ―ス 服部　佳代子 郡上市テニス協会

湯田　美菜子 二本松TC 前岨　彩 ロランインドア

岡崎　亜由美 オーストリッチ ２０１9 年　４月～1 0 月 糸川　輝 欅

茨　城 佐藤　涼子 池の川TC 三　重 石塚　裕子 ビクトリー

（一般） 立花　有世 池の川TC クローバー 吉田　さとみ ビクトリー

茨　城 萩原　康子 SPARKLE 須田　和美 皇子山

（60歳） 坂本　敏子 個人登録 田口　千佳 コリメン

栃木 関口　依子 フォールート 新藤　尚美 ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ

（一般） 山田　清美 ACE！ 北川　美季 オリーブ

栃木 引野　弘美 Jムーン 荒木　知代 奈良国際TC

（60歳） 吉田　勝美 Jムーン 篠崎　純子 奈良国際TC

群馬 荒井　みどり 太田レディ―ス 立石　美由紀 ライズＴＡ

（一般） 佐藤　多恵子 太田レディ―ス 松島　由香里 ライズＴＡ

群馬 平井　桂子 スプレッド 大　阪 隅　久美子 ZインドアTS

（60歳） 相原　貴美枝 スプレッド （万博その１） 山岸　美智子 J-three

埼　玉 福村　由美 双実 大　阪 杉田　幸子 ノア深江橋

（一般） 守谷　裕子 双実 （万博その２） 濱谷　直子 万博

埼玉 伊藤　恵子 ピクルス 大　阪 奥内　茜 万博

（60歳） 岩瀬　和子 ピクルス （万博その３） 藤井　貴子 箕面レディ―ス

東　京 宮坂　富美 メロンクラブ 大　阪 白井　千夏 シェイクハンド

（一般） 小澤　陽子 メロンクラブ （MTP北村その1） 八木　美由紀 久宝寺口インドアTS
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（ 般） 小澤 陽子 ンクラ 八木 美由紀 久宝寺 インドア

東京 村田 順子 アシ二ス 大　阪 柄本　巳津代 カクテル企画

（60歳） 野澤　純子 アシニス （MTP北村その2） 河野　みどり TIN

千　葉 鈴木 朋世 個人 砂口　美紀子 一般

（一般） 足立　晶子 個人 藤原　有里 S-SHOT

千　葉 宮井　夏江 オルウェイズ 岡　山 日下　成美 MTC

（クイーン） 永田　美智子 オルウェイズ 森野　未来 PAC

神奈川 吉田　美樹 ジュンレオ 広　島 円福寺　みどり フレンズ

（一般） 倉橋　加奈子 ジュンレオ 高橋　由美 フレンズ

神奈川 木村　多江子 TTA 鳥　取 馬西　裕子 スマイル

（60歳） 遠藤　俊子 サンブリッジ 今井　裕美 ラフ

山　梨 大塩　めぐみ ACE TC 島　根 宮内　和美 ひまわり

（一般） 依田　千春 ACE TC 門脇　潮美 ひまわり

山　梨 土屋　知美 フリー 山　口 伊藤　美香 山口

（60歳） 伊藤　澄子 エストTC 児玉　深雪 山口

長　野 野口　仁美 どりーむCOME 西内　理恵 屋島

（一般） 降幡　真美 Cotton Pearl 市原　和子 アップデイト

長　野 中澤　礼子 アーモンド 梶本　久美子    PEYPEY

（55歳） 三澤　千加子 M.M.クラブ 横手　智子 PEYPEY

新　潟 桐原　睦美 マリンブルーTS 黒田　桂子 T.Q.

（一般） 梶原　玲奈 すみれ 天野　亜由美 T.Q.

新　潟 高野　佳子 佐和田ＴＣ 吉川　八重子 FREE'S

（ﾊﾟｰﾙの部） 川原　由美子 佐和田ＴＣ 柏井　真理子 ヴァイオレット

富　山 江尻　綾 センティア 因幡　亮子 芦屋ＴＣ

（一般） 北村　奈緒美 Team Seno 小手川　陽子 グローバルアリーナ

富　山 岡本　絹恵 魚津市TA 堤　麻衣子 太閤テニスクラブ

（ﾊﾟｰﾙの部） 今田　千夏子 魚津市TA 伊藤　愛莉 太閤テニスクラブ

石　川 大谷　淳子 オアシス 山下　香織 BUNBUN

（一般） 前田　綾野 プライオリティ 居石　真理 ＨＥＤＧ

石川 新田　智恵美 マリン 中村　礼子 Elefanta

（ﾊﾟｰﾙの部） 三原　良子 ace 荻本　理恵 Elefanta

福　井 増永　康子 Let'sPIay 岩政　浩子 Zip

（一般） 河野　恵子 Let'sPIay 松永　恵子 レディー

福　井 林　恵 J.ウィン 中尾　恵里 チームエリート

（ﾊﾟｰﾙの部） 林　深雪　 J.ウィン 稲田　啓子 公立SNTC

石合　静代 ぽこ　あ　ぽこ

吉留　クミ子 ぽこ　あ　ぽこ
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