
田中 麻里 トップギア 佐藤 麻子 ハムエモン
白田 篤子 トップギア 西村 章子 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ

石末 満里 Rising☆Stars 大土井 木原 紀子 Nキューブ 西岡

田口 亮子 Rising☆Stars 大土井 黌農 佳永子 Nキューブ 河内

大土井 なつ海 ﾌﾘｰ 大土井 60 藤本 美由紀 トップギア 西岡 75

大土井 愛子 ﾌﾘｰ 大土井 足谷 晶子 トップギア 河内

中山 まゆみ ノア西宮 62 大土井 西岡 みさほ TQC 64 佐藤

藤沢 かおる ノア西宮 大土井 河内 みき GOSH 西村

福島 圭依子 フレームショット 藤田 63 上田 奈美 Team101 佐藤 63

打越 多佳子 フレームショット 高松 小島 智美 Team101 西村

藤田 るみ リバーサイドＴ．Ｃ． WO 大土井 佐藤 麻子 ハムエモン 61 佐藤

高松 真由美 リバーサイドＴ．Ｃ． 大土井 西村 章子 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 西村

衛藤 朋代 西尾塾 松持 63 増井 恵子 OJM 増井 62

橋本 由香 西尾塾 森脇 高橋 和子 OJM 高橋

松持 知子 Nキューブ 62 松持 杉本 美重 甲風園テニススクール 62 武田

森脇 美穂 サウサリートミズノTS 森脇 森本 里美 甲風園テニススクール 小西

BYE 62 武田 智香 フレームショット 武田 61

BYE 小西 真琴 フレームショット 小西

上田 恭代 ＢｌｕｅＣｒｅｗ 田中 小山 マリ子 AQC 64 佐藤

新堂 さゆり ＢｌｕｅＣｒｅｗ 白田 有田 和世 AQC 西村

BYE 62 大谷 真里子 ＡＧＴＣ 酒井 75

BYE 南波 真知 ＡＧＴＣ 田中

浦 理英 フライデーナイト 浦 波戸 薫 Rising☆Stars 酒井 62

苗村 智津 フライデーナイト 苗村 竹岡 美和 Rising☆Stars 田中

岡 智香 香枦園TC 63 浦 酒井 由美 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 63 酒井

岡田 綾 香枦園TC 苗村 田中 真紀子 Nキューブ 田中

大石 智子 フレームショット 大石 62 枝川 智子 LaSH 菅田 63

寺本 操 フレームショット 寺本 寺岡 美香 LaSH 十倉

金津 信子 ITCテニスヒル仁川 62 田中 菅田 明美 EMTC 62 安達

冨田 ゆかり ITCテニスヒル仁川 白田 十倉 敦子 EMTC 谷

田中 麻里 トップギア 田中 62 水田 正名 香枦園TS 湯沢 63

白田 篤子 トップギア 白田 村上 仁美 ノア西宮 蜂須賀

安永 千晶 Team101 62 田中 湯沢 理香 西尾塾 62 安達

桂木 宏美 Team101 白田 蜂須賀 禎子 西尾塾 谷

田中 真由美 LaSH 矢野 62 阪田 千尋 フレームショット 安達 61

大村 宏子 LaSH 横倉 星 昌子 フレームショット 谷

矢野 あゆみ ParabolaClub 76（3） 矢野 安達 裕子 トップギア 63 安達

横倉 江美子、 ParabolaClub 横倉 谷 麻由美 ワンスモア 谷

池長 久美 ハムエモン 64 倉石 明子 Ｔ.Ｑ.Ｃ 61

三好 知子 ハムエモン 藤澤 由美子 Ｔ.Ｑ.Ｃ
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