
石原 玲子 ぽーち 岡村 紀子 EMTC
吉田 郁代 ぽーち 矢部 郁子 ネオローン

稲葉 和美 ＡＱＣ 川端 美春 トップギア
山﨑 直美 ＡＱＣ 田畑 昌子 トップギア

吉田 恵美子 GR8 原口 那智子 GR8
岡本 瞳 GR8 笛木 佳世子 GR8

北岡 佳子 マロングラッチェ 古川  雅子 KT-Fun
藤田 和枝 マロングラッチェ 山北 真実 KT-Fun

大黒 直美 マスクメロン 林 素子 OJMファミリー
森川 幸子 マスクメロン 白石 賀子 OJMファミリー

伊藤 裕圭 香枦園ＴＣ 芦田 則子 フリー
西村 千里 香枦園ＴＣ 斉脇 麻紀子 甲風園テニススクール

黒田 めぐみ Nキューブ 朝香 千草 Nキューブ
石橋 いづみ Nキューブ 高島 久美子 Nキューブ

川端 佳巳 OJMファミリー 仲 美樹 ParabolaClub
増井 恵実 OJMファミリー 山田 裕子 ParabolaClub

加藤 美和子 Nキューブ 立野 まゆみ 甲風園テニススクール

西 淳子 Nキューブ 大林 佳寿枝 甲風園テニススクール

川口 玲子 T.Q.C 笹谷 尚子 トップギア
渡辺 鈴子 T.Q.C 松岡 千春 supreme

鳴宮 睦子 EMTC 兵頭 かおり T.Q.C
後藤 多美子 EMTC 石上 ゆかり T.Q.C

森井 香織 甲風園テニススクール 樋口 ゆかり マロングラッチェ
山取 まゆみ 甲風園テニススクール 上野 理恵 マロングラッチェ

室崎 有規子 香枦園ＴＣ 中野 寿子 香枦園ＴＣ
松井 みどり 香枦園ＴＣ 谷内 里依子 香枦園ＴＣ

斎郷 美和 ParabolaClub 中山 洋子 ＡＱＣ
塚本 正子 ParabolaClub 角 実枝子 ＡＱＣ

冨田 智子 トップギア 丸尾 利恵 Nキューブ
寺坂 枝里子 トップギア 古川 昌世 Nキューブ

中野 苗美 Free Style 森北 留美 ハムエモン
久野 啓子 Free Style 野村 芳子 ハムエモン

長瀬 弥世 甲風園テニススクール 国友 和子 フライデーナイト
桐山 美香 甲風園テニススクール 満田 希代美 フライデーナイト

河野 幸代 ＡＱＣ 佐藤 香世子 トップギア
滝川 敦子 ＡＱＣ 西 由加里 トップギア

山本 由紀子 Nキューブ 宮崎 まゆみ 甲風園TS
山中 久美子 香櫨園TC 中村 亜希子 Nキューブ

前 由里子 ParabolaClub 坂口 由希 甲風園テニススクール

田中 里香 ParabolaClub 大野 千佳代 甲風園テニススクール

吉岡 輝美 システムギア 川口 悦子 フリー
小田 篤子 システムギア 中山 千里 フリー

内海 三起 ぽーち 矢内 美紀子 テニスヒル仁川
北浦 智子 ぽーち 橋本 ひろみ テニスヒル仁川

宮崎 美智代 香枦園ＴＣ 三島 一絵 灘五郎
森本 雅子 香枦園ＴＣ 岡本 里香 灘五郎

吉田 彩夏 GR8 平賀 郁美 OJMファミリー
村井 愛里紗 フリー 小杉 明美 OJMファミリー

坂口 佳陽子 EMTC 藤田 末美 ParabolaClub
高井 起久子 EMTC 奥田 琴恵 ParabolaClub

諏訪部 文子 フライデーナイト 南雲 さゆり Nキューブ
中山 尚子 フライデーナイト 島村 俊江 Nキューブ

田村 恵子 フリー 八束 彩衣 香枦園テニスクラブ
中川 裕子 フリー 桐山 迦音 甲風園テニススクール

吉田 亜紀子 トップギア 団 千恵子 トップギア
吉川 留美 トップギア 川崎 高子 トップギア

森 直子 阪急仁川テニスクラブ 津田 清美 GR8
中村 久仁子 阪急仁川テニスクラブ 野沢 奈津代 GR8

朝垣 あかね Nキューブ
増田 理恵子 Nキューブ
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