
田辺 真由美 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  加藤 久美子
村山 美加 )( 個人       森山 華衣

吉川 直子 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ  

島田 英里 )( 個人       

江原 しげる )( ＨＫｸﾗﾌﾞ  石田 和子
浅野 文子 )( 遊乗会    渡辺 初江

有水 恵美 水越 由美子
鈴木 淑江 平田 真弓

田中 和子 小林 美幸
金丸 君子 佐藤 広子

前野 絢子 )( 個人       福田 幸子 )( あさき     

山内 陽子 )( ＨＫｸﾗﾌﾞ  吉田 清美 )( 遊乗会    

島田 千代美 山田 明美
田中 美保子 山崎 祥子

栗原 裕子 )( あさき     間  美紀子
高木 浩子 )( 遊乗会    佐藤 明美

谷島 今日子 伊勢 美代子 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ  

池田 加代子 栗原 光子 )( 名細       

秋山 正子 佐藤 理佳
菅野 かほる 黒田 美樹

天沼 早苗 有川 一子
鴨田 浩美 有賀 嘉代子

粕谷 洋子 広田 幸子
宮原 千恵子 若杉 克代

阿部 富代 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ  小峰 芳枝
板井 伊都子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  水野 裕子

田中 文子 )( ﾌｫﾚｽﾄ    中川 美栗
宇津木 ひろみ )( 名細       中川 杏子

畠山 千景 )( あさき     佐々木 ゆり
窪田 ｴﾐ子 )( 個人       髙﨑 恵美子

鬼久保 清恵 高野 春美
山越 紀子 足立 千明
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秋葉 洋浮子 熊田 信子
山崎 裕見子 林  初江

田中 泉
髙橋 明子

山口 孝子 )( 石井ＴＡ  髙橋 勝枝 )( 石井ＴＡ  

川嶋 ちはる )( ﾚｲｸ        古屋 恵美 )( ﾚｲｸ        

藤本 澄子 足立 京子 )( Ｐｏｃｏ      

細谷 千鶴子 藤岡 まゆみ )( 名細       

柴田 孝子 山川 ﾌﾅﾐ )( 霞ヶ関    

須崎 喜久江 羽生田 美津枝 )( ＨＫｸﾗﾌﾞ  

橋本 陽子 町田 栄子
皆川 浩子 志村 由美子

宮  沙央 )( 個人       上田 志保 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

山内 圭子 )( あさき     田中 広子 )( 個人       

堀越 文子 )( ﾌｫﾚｽﾄ    内山 亜紀
西村 昌枝 )( 個人       伊藤 祐子

内田 英美 )( ﾌｫﾚｽﾄ    

鈴木 恭子 )( 名細       

野原 智子
橋場 泰子

小原 喜代美
古市 祐美

大山 圭子
中田 裕子

高橋 泰子 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  

諸田 浩子 )( あさき     

小原 早苗 )( 個人       

沼田 弘美 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

小峯 礼子
髙橋 由子

柿澤 三千子
吉澤 深雪

47

46

42

女子ダブルス予選２(Ｅ～Ｇ)

)( あさき     

35

)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

BYE

4933

52

)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

)( HKｸﾗﾌﾞ   

38

36

50

51

54

)( ﾚｲｸ        

34

)( HKｸﾗﾌﾞ   

48

56

43

41

Ｅ

45

44

Ｇ

)( ﾚｲｸ        

53

)( ﾚｲｸ        

)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

)( HKｸﾗﾌﾞ   

Ｆ

40

)( ﾚｲｸ        37

)( 個人       )( 遊乗会    

39 55

2015年度 川越市春季テニストーナメント 2015-03-12

川越市テニス協会




