
お問合せ、お名前等の訂正はホームページお問合せボタンまたは下記からご連絡ください。
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2/10までにご連絡お願いします。

Aクラス

ペア代表者氏名 ペア代表者所属クラブ パートナー氏名 パートナー所属クラブ

1 石川 理絵 S・S 岩田 礼子 ヴィーナス

2 山崎 八重子 ＡＳＵＫＡ 大和 美幸 ＡＳＵＫＡ

3 松田 菊江 さくらTC 荻原 清江 ヴィ－ナス

4 萩原 由美子 前ク 兵藤 美香 前ク

5 椎名 若枝 太田レディーステニスクラブ 天笠 ちえ子 サークルM

6 小林 広美 前ク 大出 和子 サークルM

7 草川 有里子 前ク 加藤 理子 太田レ

8 片柳 容子 太田レディース 森田 康江 サークルM

9 根岸 典子 前ク 長岡 愛 あかぎ

10 笹岡 桂子 渋川テニスクラブ 笠原 和歌子 ヴィーナス

11 新井 仁美 前ク 大竹 真理子 高水

12 根岸 敦子 ヴィーナス 六本木 由美子 高水

13 村上 節子 前橋友遊 新井 和江 伊勢崎レディース

14 佐藤 美奈 前ク 藤吉 智子 前ク

15 佐藤 純子 ＳＳ 鈴木 陽子 エリス

16 蝦澤 一子 サークル・M 橋本 晴美 ヴィーナス

17 小暮 麻実子 一筆テニスクラブ 渡辺 圭子 一筆テニスクラブ

18 仁井田 美佳 さくらTC 柘植 貴子 エリス

19 茂木 佳二代 太田レディース 加賀谷 英子 太田レディース

20 袋井 亜由美 S.S 生藤 美穂子 沼田グリーン

21 高橋 佐都美 太田レディーステニスクラブ 中島 みどり 太田レディーステニスクラブ

22 梅原 久代 一筆TC 吉田 理沙 tmコテツ

23 酒谷 由美子 高崎水曜会 栗山 道代 高崎水曜会

24 茂木 芳枝 太田レディース 野崎 てる子 太田レディース

25 竹田 尚代 前レ 小林 明子 グリーンヒルインドアテニススクール

26 中村 孝子 ヴィーナス 松島 由美子 スマッシュ
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Bクラス

ペア代表者氏名 ペア代表者所属クラブ パートナー氏名 パートナー所属クラブ

1 藤澤 真由美 エリステニスクラブ 五十嵐 富江 太田レディース

2 小林 知子 あかぎテニスクラブ 星野 ゆかり 渋川テニスクラブ

3 茂木 節子 かすみ 竹澤 しのぶ かすみ

4 中村 真弓 さくらTC 千波 由佳里 高崎TC

5 神藤 仲子 太田レディース 永井 喜久子 前橋レディース

6 橋本 文江 前ク 上村 千恵美 ALPHA

7 平出 エリ子 太田レディーステニスクラブ 武内 純子 太田レディーステニスクラブ

8 奈良場 令子 エリステニスクラブ 山澤 直美 沼田グリーン

9 阿久津 視地子 太田レディース 永山 直美 太田レディース

10 鴫原 由紀 あかぎテニスクラブ 小林 久美子 あかぎテニスクラブ

11 茂木 綾 前橋レディース 吉津 啓子 前橋ローンテニスクラブ

12 杉村 美紀代 AsukA 村岡 初枝 伊勢崎レディース

13 栗原 せつ子 ASUKA 赤石 八重子 ASUKA

14 工藤 美和子 伊勢崎レディース 榎原 香織 ラブオール

15 橋本 かよ子 東太田テニスクラブ 町田 明美 太田レディース

16 室田 ひとみ ヴィ-ナス 松本 恵子 ヴィ-ナス

17 川村 優華 太田レディース 石田 陽子 グリンヒル

18 栗原 美由紀 ASUKA 藤井 亮子 ASUKA

19 町田 淑子 かすみ 松本 桂子 ST E P

20 高橋 明音 高水 伊能 恵 高水

21 田村 かつ枝 一筆テニスクラブ 結城 洋子 一筆テニスクラブ

22 星野 友美 サークルM 丸山 美紀 ASUKA

23 吉原 貴子 伊勢崎レデース 薗田 民子 桐生Ｌ＆Ｇ

24 佐々木 博子 伊勢崎レディース 熊谷 ちはる ハーモニー

25 小川 順子 太田レディース 佐々木 愛 太田レディース

26 中里 光枝 サークルM 金子 富江 桐生L&G

27 倉沢 つかさ 前橋レディース 野口 英見 前橋レディース

28 高橋 千佳子 友遊 飯塚 保美 ミナミ

29 坂本 良江 前ク 小林 美咲子 エリス

30 野村 亨恵 ルアン 石原 裕子 ルアン

31 宮崎 ゆかり 一筆テニスクラブ 信澤 早苗 ALFA

32 柴田 初代 あかぎテニス 杉本 多紀子 あかぎテニス

33 和田 千絵 stepup 山根 孝子 stepup

34 鈴木 奈々子 テニスクラブ　ソレイユ 斎藤 恵子 テニスクラブ　ソレイユ

35 関端 今朝美 伊勢崎レディース 深須 千代子 あかぎ

36 後藤 有子 あかぎテニスクラブ 上原 規子 あかぎテニスクラブ

37 上原 昌子 あかぎテニスクラブ 今井 由美子 あかぎテニスクラブ

38 大野 和子 スプレッド 出牛 貴江 スプレッド

39 宮前 由美 ぐんママ 鶴淵 華代 ぐんママ


