
青木 佐智子 )( 遊乗会      高橋 泰子 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ     

小峰 芳枝 )( HKｸﾗﾌﾞ     中村 優子 )( 遊乗会      

小俣 寛子
野原 智子

村上 敬子 伊東 詩子
福田 良絵 植松 智美

佐藤 広子 宇津木 ひろみ )( 名細         

小林 美幸 鈴木 長恵 )( あさき        

雪田 由美 高木 浩子
前川 園枝 吉田 清美

諸田 浩子 町田 栄子 )( 個人         

畠山 千景 内田 貴子 )( ＰTC         

山川 ﾌﾅﾐ )( 霞ヶ関       柴田 孝子
大山 圭子 )( HKｸﾗﾌﾞ     須崎 喜久江

宮原 千恵子 内山 亜紀
美代川 真弓 葉山 栄美子

浅野 文子 )( 遊乗会      広田 幸子
窪田 エミ子 )( 個人          中田 裕子

江面 しげる )( HKｸﾗﾌﾞ     岩間 とみ枝 )( 遊乗会      

守田 康子 )( 個人          足立 京子 )( Poco         

権田 香織 小原 早苗
山口 珠映 冨田 美由紀

水村 恵子 冨松 寿恵
今尾 幸子 窪谷 佳子

林 恵美 長岐 美智子
八木田 由紀 水越 由美子

前野 絢子 滝口 后代 )( 遊乗会      

矢作 南順 高橋 和賀子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

粕谷 洋子 斎藤 知代
村上 廣子 齋藤 直美

山口 莉奈 山脇 澄江
山口 孝子 石渡 順子

長谷部 千恵 池野谷 ひろみ )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

山内 陽子 鈴木 和子 )( 名細         

池上 裕美子 白井 房子
和田 治子 羽生田美津枝

高梨 由美 角 由美 )( あさき        

松岡 美佐子 松津 京子 )( 遊乗会      

大場 直美 山崎 祥子
屋野 弘子 山田 明美

有川 一子 田中 広子
有賀　嘉代子 上田 志保

吉澤 深雪 森永 京子
柿澤 三千子 堀江 美保子

細谷 悦子 土田 志摩
伊藤 美恵子 松岡 朋子

山内 圭子 原田 晶子
早津 美智世 菅沼 恵子

23 )( 個人          47 )( 遊乗会      

24 )( あさき        48 )( 霞ヶ関       

21 )( Poco         45 )( 個人         

22 )( ラピス        46 )( あさき        

19 )( 庭球塾      43

20 )( 名細          44 )( 個人         

)( 庭球塾      42 )( HKｸﾗﾌﾞ     

B D

17 )( 個人          41

18

16 )( ラピス        40 )( あさき        

15 )( 名細          39 )( ラピス        

14 )( 個人          38

12 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   36 )( 遊乗会      

13 )( あさき        37 )( あさき        

10 34

11 )( あさき        35 )( 個人         

Ａ C

9 33 )( HKｸﾗﾌﾞ     

7 31 )( ラピス        

8 )( 名細          32 )( 庭球塾      

5 )( 遊乗会      29 )( 遊乗会      

4 )( ラピス        28

6 )( あさき        30

3 )( 個人          27 )( 個人         

2 26 )( ラピス        BYE

女子ダブルス予選 (Ａ～Ｄ)

1 25
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川越市テニス協会




