
高橋 泰子 谷口 綾子
中村 優子 舟生 美代子

広見 かほり 森屋 卓子 )( あさき       

後藤 宏美 落合 佳子 )( 遊乗会     

神谷 有理子 伊藤 美恵子
多田 美恵子 細谷 悦子

浅野 文子 )( 遊乗会    鈴木 和子 )( 名細        

窪田 ｴﾐ子 )( 個人        池野谷 ひろみ )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

柿澤 三千子 置田 美咲
吉澤 深雪 陶山 みち代

山川 ﾌﾅﾐ )( 霞ヶ関     岡田上 妙子
平田 真弓 )( あさき      日吉 れい子

小俣 寛子 )( ﾗﾋﾟｽ        前川 園枝 )( 遊乗会     

齋藤 知代 )( 石井TA   谷津 徳美 )( ﾗﾋﾟｽ        

粕谷 洋子 有川 一子
村上 廣子 有賀 嘉代子

高橋 和子 )( HKｸﾗﾌﾞ   山内 陽子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

那須 まゆみ )( 個人        長谷部 千恵 )( 個人        

高木 浩子 堀ノ内 信子 )( 名細        

吉田 清美 中田 裕子 )( HKｸﾗﾌﾞ    

冨松 寿恵 美代川 真弓
松津 京子 宮原 千恵子

柳澤 光子 石若 暁子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

宮 志寿代 宇賀神 聡子 )( 個人        

細谷 千鶴子 )( HKｸﾗﾌﾞ   矢作 南順
栗原 美佐子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 前野 絢子

大場 直美 石渡 順子
屋野 弘子 山脇 澄江

上川 和子 )( 個人        松本 和美 )( 遊乗会     

藤本 澄子 )( HKｸﾗﾌﾞ   大橋 幸子 )( Poco        

早津 美智世 菅沼 恵子
山内 圭子 原田 晶子

磯村 晴美 舟引 律子
忽滑谷 千秋 福田 佳子

山田 明美 江面 しげる )( HKｸﾗﾌﾞ    

山崎 祥子 守田 康子 )( 個人        

長谷川 陽子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 長岡 嘉代子
矢作 明子 )( 個人        中野 恵美

柴田 孝子 高﨑 恵美子 )( 遊乗会     

須崎 喜久江 小林 弘美 )( あさき       
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第71回 川越市民体育祭 テニスの部 2018-08-26

川越市テニス協会




