
奥本 雅美 トップギア 久保田 香織 トップギア
井上 みゆき トップギア 赤木 友紀 トップギア

萩原 弘美 Free Style 萩原 猪熊 麻衣 ダウンTHEらいん 大栗

梶浦 由利子 Free Style 梶浦 但馬 志穂 ダウンTHEらいん 恒岡

上田 奈美 Team１０１ 上田 75 大栗 恵 Nキューブ 64 久保田

中尾 裕子 Team１０１ 中尾 恒岡 利栄子 Nキューブ 赤木

松本 津代子 T.Q.C 63 萩原 三島 直美 ParabolaClub 久保田 76（0）

平野 真由美 T.Q.C 梶浦 田中 真由美 ParabolaClub 赤木

中野 尚代 阪急仁川 中野 63 久保田 香織 トップギア 63 久保田

中野 眞 Nキューブ 中野 赤木 友紀 トップギア 赤木

竹岡 美和 Rising☆Stars 63 岡田 杉本 美重 甲風園テニススクール 木原 62
波戸 薫 Rising☆Stars 山岡 森本 里美 甲風園テニススクール こう農

中山 優子 甲風園テニススクール 岡田 75 木原 紀子 Nキューブ 63 中井

藤木 由美子 甲風園テニススクール 山岡 こう農 佳永子 Nキューブ 室谷

岡田 美佳 テニスヒル仁川 62 岡田 小西 真琴 フレームショット 中井 64
山岡 玲 テニスヒル仁川 山岡 伊藤 奈津子 フレームショット 室谷

水田 正名 GOSH 古瀬 64 中井 美紀子 GR8 63 久保田

高橋 明子 フリー 原田 室谷 明子 GR8 赤木

古瀬 花夏 GR8 75 奥本 矢野 あゆみ ParabolaClub 矢野 62
原田 愛子 フリー 井上 横倉 江美子 ParabolaClub 横倉

岡田 順子 テニスヒル仁川 岡田 63 矢野 嘉津子 阪急仁川テニスクラブ WO 松持

金津 信子 テニスヒル仁川 金津 山中 純子 阪急仁川テニスクラブ 松持

光冨 寛海 灘五郎 76（5） 西岡 松持 知子 Nキューブ 松持 62
大森 悦子 クワドリフォリオ 河内 松持 知花 Nキューブ 松持

大石 智子 フレームショット 西岡 64 田井 洋子 ノア西宮 63 松持

高橋 友紀 フレームショット 河内 寺澤 陽子 ノア西宮 松持

西岡 みさほ GOSH 60 奥本 西田 亜希 テニスヒル仁川 西田 63

河内 みき GOSH 井上 桑山 博美 テニスヒル仁川 桑山

伊東 香那  KT-Fun 奥本 63 枝川 智子 LaSH 62 足立

井上 真実 KT-Fun 井上 寺岡 美香 LaSH 藤本

奥本 雅美 トップギア 75 奥本 藍原 暁子 フレームショット 藍原 64

井上 みゆき トップギア 井上 岡 祐子 フレームショット 岡

内田 牧 BLUE CREW 木落 64 藤原 幸代 香枦園 76（4） 足立

津田 和美 BLUE CREW 東辻 古谷 佳子 SUPREME 藤本

木落 民子 Nキューブ 76（10） 足立 真由美 トップギア 75

東辻 奈津子 Nキューブ 藤本 美由紀 トップギア
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