
松本 和美 )( 遊乗会   小峰 芳枝
斉藤 智恵美 )( あさき     水野 裕子

松田 邦子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  小林 真由美 )( 個人       

松津 京子 )( 個人       福田 幸子 )( あさき     

井上 舞子 江面 しげる
半澤 和子 中田 裕子

浅見 理恵 )( 名細       建岡 栄子
永尾 雅子 )( あさき     諸田 浩子

杉山 広子 舟引 律子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

柳川 幸江 栗原 美佐子 )( ﾌｫﾚｽﾄ    

久保田 春美 栗原 住枝
山口 永子 足立 水城

佐藤 広子 中岡 幸子 )( 遊乗会   

小林 美幸 清水 妙子 )( 名細       

上田 志保 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  熊田 信子
田中 裕子 )( ﾌｫﾚｽﾄ    林 初江

高橋 和子 山下 有子
里村 広美 小川 道子

水越 由美子 吉澤 深雪
小林 弘美 柿澤 三千子

谷口 綾子 広田 幸子
舟生 美代子 若杉 克代

須崎 喜久江 黒田 美樹
柴田 孝子 金松 和子

細谷 美知 宇津木 ひろみ )( ﾛｲﾔﾙＰ   

中里 恵子 山内 圭子 )( あさき     

山川 ﾌﾅﾐ 鈴木 淑江
日吉 れい子 有水 恵美

)( ﾛｲﾔﾙP   

ＢＹＥ

)( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  

)( HKｸﾗﾌﾞ  
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Ｃ

)( 個人       
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29
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)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

ＢＹＥ

15 31

)( 霞ヶ関    32

)( HKｸﾗﾌﾞ  

30

Ｂ

10 26

12 )( あさき     28

)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  9 25

11 27

)( 個人       

Ａ

8 24

)( 個人       
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)( あさき     5 21

22

3 19

4 )( 庭球塾   20

7 )( 個人       23

1 17

2 ＢＹＥ 18
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滝沢 啓子 栗原 裕子
間    美紀子 林 登茂子

長岡 嘉代子 )( ﾚｲｸ        

中野 恵美 )( 個人       

小川 明美 )( あさき     大畠 菜摘
岸田 良子 )( ﾛｲﾔﾙP   天沼 希衣

森井 亜弥 宮原 千恵子
宮崎 夏妃 粕谷 洋子

上川 和子 )( スマッシュ  大石 良子 )( スマッシュ  

藤本 澄子 )( HKｸﾗﾌﾞ  大塚 秋霞 )( Ｐｏｃｏ     

島田 えり 中條 明子
窪田 ｴﾐ子 田辺 真由美

八木田 由紀 山内 明子
権田 香織 安野 真由美

江原 由美子 )( 個人       渡辺 初江
横川 弥生 )( 名細       鈴木 温代

鈴木 長恵 加藤 久美子
秋元 ひろみ 森山 華衣

関谷 準子
新井 宏美

小原 早苗 白賀 恵
沼田 弘美 山脇 澄江

中村 優子 )( 遊乗会   有賀 嘉代子
高橋 泰子 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  有川 一子

山田 明美 高﨑 恵美子 )( 遊乗会   

山崎 祥子 細谷 千鶴子 )( ＨＫｸﾗﾌﾞ 

畠山 千景 )( あさき     秋山 正子
恵面 由紀子 )( 個人       菅野 かほる

田谷 有紀 田中 千恵子
菊池 美直子 松尾 宏子

高橋 由子 辺見 妙子
大山 圭子 大平 恵美子

)( ＰＴＣ      )( あさき     

)( あさき     

ＢＹＥ

)( HKｸﾗﾌﾞ  

Ｆ Ｈ

Ｇ
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)( 個人       
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