
稲葉 和美 ＡＱＣ 川畑 英美子 フリー
山崎 直美 ＡＱＣ 藤原 恵理子 フリー
中村 優和 KTT 玉田 靖子 Nキューブ
藤田 真愛 KTT 西田 亜希 ITCテニスヒル仁川
朝垣 あかね Nキューブ 石田 美代 ParabolaClub
斎藤 桂子 Nキューブ 藤田 末実 ParabolaClub
原口 那智子 GR8 田井 洋子 ノア西宮
笛木 佳代子 GR8 寺澤 陽子 ノア西宮
増田 祐子 ＡＧＴＣ 鳴宮 睦子 EMTC

佐々木 優子 ＡＧＴＣ 後藤 多美子 EMTC
平田 敦子 香枦園TC 原田 有紀子 Ｔ.Ｑ.Ｃ
市橋 彩子 香枦園TC 高田 敏子 Ｔ.Ｑ.Ｃ
南雲 さゆり Nキューブ 西 淳子 Nキューブ
高橋 伊津美 Nキューブ 加藤 美和子 Nキューブ

松井　 可奈 SUPREME 堀田 志織 ファイン
畑尾 亜紀子 SUPREME 西本 かづみ ファイン
村蒔 小桜 ITCテニスヒル仁川 伊藤 有規子 香枦園TC
木山 桃果 ITCテニスヒル仁川 松井　 みどり 香枦園TC
立野 まゆみ 甲風園テニススクール 吉川 留美 トップギア
桐山 美香 甲風園テニススクール 吉田 亜紀子 トップギア
斎郷 美和 ParabolaClub 原田 秀子 ITCテニスヒル仁川
緒方 弥栄子 ParabolaClub 中尾 由紀子 ITCテニスヒル仁川
石神 ゆかり Ｔ.Ｑ.Ｃ 宮崎 まゆみ Nキューブ
兵頭 かおり Ｔ.Ｑ.Ｃ 中村 亜希子 Nキューブ
木落 民子 Nキューブ 坂口 由希 甲風園テニススクール

稲本 法子 Nキューブ 大野 千佳代 甲風園テニススクール

河野 幸代 ＡＱＣ 瓦谷 よしこ Free Style
西井 和美 ＡＱＣ 岡田 育子 香枦園TC
富井 陽子 フリー 石原 玲子 ぽーち
山田 加代子 フリー 吉田 郁代 ぽーち
巽 恭子 Nキューブ 森下 真起子 ＡＧＴＣ

松本 順子 Nキューブ 植北 尚子 ＡＧＴＣ
小山 章代 香枦園TC 福島 奈月 ITCテニスヒル仁川
庄司 雅美 香枦園TC 木山 希美 ITCテニスヒル仁川
中野 尚代 Nキューブ 朝香 千草 Nキューブ
藤田 広美 Nキューブ 高島 久美子 Nキューブ
斉脇 麻紀子 甲風園テニススクール 高市 尚美 フリー
三上 文香 甲風園テニススクール 佐藤 佳世子 KT-Fun
光冨 寛海 ぽーち 長瀬 弥世 甲風園テニススクール

岡本 里香 ぽーち 森井 香織 甲風園テニススクール

佐藤 奈美 ロベリア 笹谷 尚子 WHITE STAR
瀧本 友見 ロベリア 松岡 千春 Supreme
森 直子 阪急仁川TC 西川 名美 フリー

中村 久仁子 阪急仁川TC 西山 由起子 フリー
小西 田鶴子 Nキューブ 審 佐和子 Nキューブ
島村 俊江 Nキューブ 澤田 桃子 フレームショット
梶栗 亜樹 ParabolaClub 山本 由紀子 香枦園TC
山田 裕子 ParabolaClub 藤田 和子 サウサリート
岡田 美佳 ITCテニスヒル仁川 岡村 紀子 EMTC
山岡 玲 ITCテニスヒル仁川 矢部 育子 ネオローン
有吉 登志子 ハムエモン 丸尾 利恵 Nキューブ
芝好 綾子 ＡＧＴＣ 福永 充美 Nキューブ
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