
栗原 裕子 )( あさき     今尾 幸子
高木 浩子 )( 遊乗会   荒木 直子

64 吉川 直子 w.o

矢作 南順

中川 美栗 山下 有子 63

中川 杏子 小川 道子

今井 あづさ 62 中村 優子 )( 遊乗会   62

窪田 ｴﾐ子 高橋 泰子 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  

古屋 恵美 64 前野　絢子 60

髙橋 勝枝 伊東　詩子

佐藤　節子 )( スマッシュ  64 大山 圭子 61

本橋　英理子 )( あさき     中田 裕子

宮原 千恵子 75 山川 ﾌﾅﾐ 75

粕谷 洋子 日吉 れい子

伊藤 明子 62 小原 早苗 64

早稲田 佳子 沼田 弘美

畠山 千景 )( あさき     62 吉澤 深雪 61

恵面 由起子 )( 個人       柿澤 美千子

前川 知恵 )( ﾌｫﾚｽﾄ    76 山口 珠映 75

山内 陽子 )( 個人       （3） 八木田 由紀

川嶋 ちはる )( 個人       w.o 松田 邦子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  62

山口 孝子 )( 石井TA  松津 京子 )( HKｸﾗﾌﾞ  

西村 昌枝 )( 個人       60 小峰 芳枝 75

諸田 浩子 )( あさき     水野 裕子

須崎 喜久江 早津 美智世 )( あさき     

柴田 孝子 酒谷 知子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

飯野 奈穂 61 島田 典子 63

谷口 綾子 中野 恵美

町田 栄子 山崎 静江 60

志村 由美子 宇津木 ひろみ

山脇 澄江 )( あさき     76 長岡 嘉代子 64

屋野 弘子 )( 名細       （5） 小嶋 昌子

髙橋 由子 64 内藤 友香里 )( ﾌｫﾚｽﾄ    61

小峯 礼子 江原 由美子 )( 個人       

立石 優子 64 高橋 和子 62

菊池 有紀子 里村 広美

藤本 澄子 )( HKｸﾗﾌﾞ  63 田中 和子 63

美代川 真弓 )( 名細       金丸 君子

山田 明美 61 原田 晶子 )( 霞ヶ関    61

山崎 祥子 平田 真弓 )( あさき     

田中 裕子 )( ﾌｫﾚｽﾄ    76 江面 しげる )( HKｸﾗﾌﾞ  64

鈴木 かおり )( 個人       （5） 浅野 文子 )( 遊乗会   

秋山 正子 75 栗原 住枝 60

菅野 かほる 足立 水城

嶋  梨乃 )( 石井TA  62 内田 麻里恵 )( 個人       60

嶋  淑乃 )( 個人       秋葉 せりな )( 石井TA  

清藤 映子 61 佐藤 広子 61

林 登茂子 小林 美幸
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2014年度 川越市市民体育祭 テニスの部 2014-10-19

川越市テニス協会




