
１R QF SF F SF QF １R

木場田　美津子 末永　真里

河本　満理 古賀　奈央

仲間　さゆり 古野　ゆり

佐々木　恵美 特大ジョッキーず カカロット 石原　明子

62 62 60 62

日野　朋子  小森　晶子

山口　悦子 賀来　由起子

宮原　佳珠子 奥原　織

加藤　和代 櫻井　真由美

特大ジョッキーず

田中　康子 65 61 カカロット 鈴木　裕子

宮岡　和美 46 63 7-5 矢野　陽子

高田　久美 新原　彩

小木曽るり子 松永　美保子

allテニフレ キリンさんもう一杯！

石井　幸子 62 60 62 26 7-2 羽子田　朋子

近藤　弘美 八木　洋子

伊藤　裕子 田中　智子

川口　清美 特大ジョッキーず 庭球の庭球 牧山　正子

64 65 61 36 7-4

山内 千雪 吉村　美央

畑田 節子 只安　舞子

林 里詠 伊藤　真実

本田 真紀子 安東　恵利香

トムヤムちゃん 庭球の庭球

陣内　美和 64 64 64 06 7-3 中村　晶子

重富　祥子 重吉　けい子

西村　光代 木下　由美子

井上　信香 鶴崎　尚子

トムヤムちゃん 庭球の庭球

松林　なおみ 16 63 7-5 62 60 圓山　くるみ　

花園　多恵子 湯之前　恭子

小野木　文子 西田　聖子

前原　春美 ガチャピンと静御前 松　　組 佐藤純子

61 16 7-5 63 46 7-3

楠田　千恵 板東 すずこ

柚木　靜香 諸熊 久美子

小山　美江 大山 ちづる

大茂　繭子 大川  智子
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豆腐美人クラス
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１R QF SF F SF QF １R

花井　良栄 山口　亮子

今村　千代子 大野　智恵子

天野　清美 池田　麻子

野田　貴美子 箱入り娘は自由人？？ チーム・セイバー 柴田　恭代

63367-2 65 63

白鳥　陽子 石井　希三子

姫路　香洋子 大坪　真由美

清水　佳子 渡邉　直美

藤井　真理子 辻　愛子

今すぐSava

藤野　睦子 26 65 7-2 アグレちゃん 竹本　恵美

枝松　利花 61 36 7-1 田中　深雪

村上　由美子 木下　一恵

後藤　美香 耳塚　美香

今すぐSava アグレちゃん

山田　秀子 65 62 61 65 吉岡　美智子

加隈　八千代 井上　いち子

柴田　美子 矢崎　珠乃

高野　陽子 竹　組 アグレちゃん 柴田　由起子

36 62 7-2 61 26 7-5

亀井　浩美 上野　美樹

中山　牧子 西野　みさ

牟田　麻由美 光山　史苗

倉富　加代 豊福　由美子

竹　組 豚バラで一杯！

片山　幸代 65 46 7-3 64 63 前川　美奈子

町田　将子 谷川　伊砂子

小林　佐知子 藤田　文子

湯瀬　恭子 善明　朋子

竹　組 豚バラで一杯！

光山　裕美子 63 46 7-2 63 46 7-0 財津 万里子

畑島　早知子 原    泰子

藤本　恵子 平田  尚美    

石丸　あかり ハイブリッド.フォー4 ルネスタ 田中  典子     

61 64 62 64

内田優子 吉村　弘美

的野まゆみ 堂園　敬子

久浦登代子 下川　美保

野口貴三子 安斎　宏美
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１R QF SF F SF QF １R

入江　美智子 藤岡　康子

赤眞　英子 相島　祐子

藤本　文子 亀井　チセ

江崎　祥子 TEAMにしこりA ゲツグロゲッター 畑中　美幸

60 61 62 63

安部　智美 出口　由美

荒田　美香 吉岡　かをる

西阪　さおり 児玉　博美

永留　恵里奈 中野　久美子

TEAMにしこりA

花田　三千代 62 56 7-3 ゲツグロゲッター 大島　由美子

藤本　和江 65 65 石橋　順子

金森　博美 松本　照美

橋爪　智子 井口　三和

ポリフェノールズ チェブラーシカたち

米里真彩子 56 64 7-4 62 64 井上　典子

高橋美和子 瓜生　由香利

田中恵子 城戸　裕子

印部直子 梅の苗 ゲツグロゲッター 禅院　加代好

46 63 7-5 63 63

岸原　直美 式町　弘美

黒木　郁子 成里　恒子

中本　恵美 甲斐　浩子

立花　美佐江 立山　聖子

梅の苗 梅ピリカ

島田　奈穂美 60 61 61 26 7-5 永石　悦子

御手洗　明子 白水 今日子

木下　かおる 吉田 咲子

田浦　典子 加藤 　麗

梅の苗 梅ピリカ

大木明美 61 63 63 26 7-4 西田　正子

樋口直美 小林　直美

篠田淑枝 宅野　道子

山口久美子 フォーレンジャー ファンタスティック4 山崎　初美

64 63 26 63 7-1

遠山　昭子 松下　由紀子

冨田　美由紀 小森　本子

島　　恭子 田代　雅代

林　　富美子 蕗谷　佐知子
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１R QF SF F SF QF １R

山﨑　陽子 森園　みち子

大谷　りえ 境　　栄子

角田　久美恵 江島　瑛美

関　　紀代子 間地　容子

梅の花おい４んじゃー 梅の四テニ花の輪

光富　純子 65 62 梅ショコラ

宮島　京子 16 60 7-5

有光　洋子

緒方　のり子 浜口　知子

福間海岸プラスone 宮崎　貴子

川上　洋子 65 61 安田　勢都子

福田　美千江 塚本　一恵

山下　佐余子

河野　美津子 梅の四テニ花の輪 梅ショコラ

65 26 7-2 06 61 7-5 

古田　加代

川野　真智子

岸本　恵里子 渡邊　幸子

小柳　玲子 江頭　友子

首藤　美津子 ムチムチ杏仁豆腐

吉永　孝子 64 61 藤山　敦子

本田　久美

梅の四テニ花の輪 中山　千春

65 63 吉田　扶美代

アップルパイ

柴田　美豊恵 65 16 7-3 西田　幸子

原田　久美子 真鍋　つもる

中原　敏子 添島　路子

小俣　美和子 最所　信子

5 若草物語 アップルパイ 10
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１R QF SF F SF QF １R

有村　成子 柴田　美香代

千場　みどり 清水　由美子

山内　久美子 福崎　瑞江

新形　光子 沖　清美

ためしてガッテン！ ためしてガッテン！

中川　輝子 62 61 フレンドパーク那珂

東島　玲子 64 36 7-5

堀　　和子

松尾　茂子 宮近　みどり

久山フレンズ 井手　一恵

高橋　祝子 62 64 小川　千波

笠置　峰子 赤瀬　みや子

堤 　千賀子

西田　浩美 ためしてガッテン！ 崖っぷち、だーい好き

61 65 61 64

深川　英子

相良　勝美

野田　廣子 朝長　喜美子

高木　恭子 増田　留里子

三宅　紀恵 崖っぷち、だーい好き

島田　恵美子 56 64 7-5 秋本　順子

西田　敬子

A　N　K　２ 松本　克子

60 60 松尾　幸代

崖っぷち、だーい好き

黒岩　園子 62 63 奥村　陽子

古賀　静枝 松本　里知子

南里　真知子 里崎　保子

新城　洋子 野上　久美子

5 A　N　K　２ 奥松の里 10

崖っぷち、

だーい好き
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【2位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ】

1
ためしてガッ

テン！

フレンドパ

ーク那珂
6
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山下　京子 谷　　洋子

中村　國子 三苫　照美

斉藤　美子 吉川　真由美

平川　照美 下畑　愛子

キラキラ４人組

永川　美知代 64 64 ファインババドル

吉田　節子 63 56 7-3

山﨑　良子

青木　恵美子 堤　　律子

キラキラ４人組 畠中　瑞江

松井　博子 62 63 中島　宏子

川田　寿子 平田　玲子

合馬　晶子

川村　美津子 ジョウダンズ F & L

63 60 60 64

本多　歌子

大黒　裕子

原田　隆子 森　　洋子

永田　郁子 宮原　環

山本　悦子 湯豆腐メイト

相川　久美子 56 62 7-3 滝川　嘉子

茂　　京子

ジョウダンズ 黒木　純子

62 60 穂坂　美佐緒

F & L

池増　すま子 61 60 相川　恵子

北城　青子 志方　通子

久保田 ヨリ子 水江　　忍

下田　裕紀子 藤野　好美

5 柚子茶で乾杯 F & L 10
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