
谷島 今日子 )( あさき     小峰 芳枝
小原 喜代美 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  水野 裕子

梅本 由美子
尾澤 昌美

山口 孝子 高梨 由美 )( 庭球塾    

川嶋 ちはる 伊藤 早苗 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

谷口 綾子 伊藤 美恵子
舟生 美代子 細谷 悦子

有川 一子 高橋 明子
有賀　嘉代子 島田 千代美

若杉 克代 小林 弘美 )( あさき     

皆川 浩子 高木 浩子 )( 遊乗会    

荒川 妙子 岡田上 妙子
中岡 幸子 日吉 れい子

持丸 静 松井 ツヤ子
水谷 良子 高橋 由子

柿沢 三千子 新井 英子
柿沢 芽生 江原 由美子

大山 圭子 岩田 亜里紗

中田 裕子 栗田 真衣香

田家 弘美 窪田 えみ子 )( 個人       

石渡 順子 浅野 文子 )( 遊乗会    

栗原　光子 高野 春美
熊田 信子 青木 正美

高橋 泰子 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  内藤 友香理
中村 優子 )( 遊乗会    内藤 真弓

前野 絢子
小原 早苗

矢作 南順 忽滑谷 千秋
山内 美紀 小島 昌子

村松 和子 高橋 絢子
吉澤　陽子 小林 茉央

小林 美幸 須崎 喜久江
佐藤 広子 柴田 孝子

栗原 裕子 原田 晶子 )( 霞ヶ関   
長岐 美智子 森永 京子 )( あさき     

高崎 恵美子 )( 遊乗会    諸田 浩子
大橋 幸子 )( Ｐｏｃｏ      早津 美智世

田中 文子 堀ノ内 信子 )( ＨＫｸﾗﾌﾞ  

辺見 妙子 山崎 静江 )( 名細       

石若 暁子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  阿部 富代 )( 個人       

宇賀神 聡子 )( 個人       板井 伊都子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

美代川 真弓 山田 明美
宮原 千恵子 山崎 祥子

土田 由依 小俣 寛子
星野 有希 野原 智子

町田 英子 )( 個人       有水 恵美
内田 貴子 )( ＰTC       鈴木 淑江
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