
選手権予選会場

選手権エ

ントリー 名前 所属クラブ

浅間 3 廣瀬　晃子 キャンディー

浅間 3 桜井　久恵 てんとう虫

浅間 5 野口　仁美 どりーむCOME

浅間 5 岩本　益代 どりーむCOME

浅間 6 三澤　千加子 Ｍ、Ｍ、クラブ

浅間 6 太田　三千代 えびのこ

浅間 7 降旗　好美 なでしこ

浅間 7 小池　陽子 なでしこ

浅間 9 湯浅　敦子 なでしこ

浅間 9 大池　恵子 みんと

浅間 10 米沢　静子 えびのこ

浅間 10 杉山　江津子 どりーむCOME

浅間 11 北澤　佳代 チームしろうま

浅間 11 御園　由紀子 チームしろうま

浅間 13 降幡　真美 Cotton Pearl

浅間 13 胡桃沢　恵子 ウィニング

浅間 14 高見澤　妙美 えびのこ

浅間 14 杉森　真砂 ラブリーパンダ

浅間 15 伊藤　史子 Ｍ、Ｍ、クラブ

浅間 15 矢ヶ崎　恵子 どりーむCOME

浅間 18 武井　亜由美 アーモンド

浅間 18 横野　めぐみ エーデル&バックハンド

浅間 20 野村　由紀子 ｍ＆ｍ

浅間 20 上村　和美 えびのこ

浅間 22 坂田　由香 マキシム

浅間 22 宮澤　松江 佐久T,C

浅間 24 高坂　秀子 ラディッシュ

浅間 24 山田　史恵 ラディッシュ

浅間 25 古海　マスミ フェイ

浅間 25 木島　みどり トライアングル

浅間 28 今野　みゆき ウィニング

浅間 28 澤本　咲幸 トライアングル

浅間 29 小嶋　牧子 Ｒｅｄ　Ｂｅａｎｓ

浅間 29 山田　祐子 T-レガシーズ

浅間 34 繁村　千佳子 アーモンド

浅間 34 吉野　由香 ラブリーパンダ

浅間 35 矢部　美和子 T-レガシーズ

浅間 35 上原　あかね どりーむCOME

浅間 36 下山　豊子 えびのこ

浅間 36 真柄　実穂 どりーむCOME

浅間 37 鰐川　富貴子 キャンディー

浅間 37 上沼　洋子 なでしこ



浅間 39 犬飼　奈々絵 えびのこ

浅間 39 池田　恵美子 チームヒーロー

浅間 42 志鷹　千春 チームしろうま

浅間 42 下川　真由子 チームしろうま

浅間 44 上田　礼子 Ｍ、Ｍ、クラブ

浅間 44 羽山　登志子 ラブリーパンダ

浅間 48 山本　厚子 アーモンド

浅間 48 竹内　郁美 トライアングル

浅間 49 森下　恭子 ウィニング

浅間 49 斉藤　由美子 キャンディー

浅間 50 浜　千代 T-レガシーズ

浅間 50 矢嶋　直子 ラディッシュ

浅間 54 三石　美智子 カジヤテニス

浅間 54 竹下　淑子 ルピナス

浅間 56 中澤　裕子 Ｒｅｄ　Ｂｅａｎｓ

浅間 56 下田　ゆかり トライアングル

浅間 57 川上　嘉枝 Ｍ、Ｍ、クラブ

浅間 57 河野　千代 えびのこ

浅間 58 橋本 直美 ｃｈａｔ　ｃｈａｔ

浅間 58 唐木　早織 Cotton Pearl

浅間 59 栗原　かおり Ｒｅｄ　Ｂｅａｎｓ

浅間 59 村沢　恵美 トライアングル

浅間 62 吉塚　晶子 エーデル&バックハンド

浅間 62 伊藤　綾子 えびのこ

浅間 64 石田　章子 ｃｈａｔ　ｃｈａｔ

浅間 64 村田　礼子 Cotton Pearl

浅間 65 小宮　里美 なでしこ

浅間 65 野溝　由紀子 なでしこ

浅間 66 奥原　穂奈美 エーデル&バックハンド

浅間 66 佐藤　由美子 えびのこ

南長野 1 徳永　郁子 ブリッツ

南長野 1 荻原　公美子 ブリッツ

南長野 2 小口　真由 杏

南長野 2 寺島　あゆみ 杏

南長野 4 平林　真弓 チームヒーロー

南長野 4 滝沢　正枝 ハイジ

南長野 8 板倉　まゆみ チームヒーロー

南長野 8 黒岩　美和 チームヒーロー

南長野 12 内田　貞子 チームヒーロー

南長野 12 水倉　美千代 チームヒーロー

南長野 16 高橋　由美 杏

南長野 16 遠藤　好恵 杏

南長野 17 片桐　こゆき ｍ＆ｍ

南長野 17 仁科　久美子 ｍ＆ｍ



南長野 19 涌井　美代子 ｍ＆ｍ

南長野 19 堀川　美子 ｍ＆ｍ

南長野 21 寺島　公江 ｍ＆ｍ

南長野 21 岡澤　純子 須坂ローンＴＣ

南長野 23 田村　貴子 カジヤテニス

南長野 23 土屋　洋子 カジヤテニス

南長野 26 伊藤　三枝子 カジヤテニス

南長野 26 古越　由加里 カジヤテニス

南長野 27 小林　弓子 カジヤテニス

南長野 27 正木　始子 カジヤテニス

南長野 30 合田口　聖子 チームしろうま

南長野 30 川畑　美苗 チームしろうま

南長野 31 坂口　ゆかり ブリッツ

南長野 31 山ノ井　邦子 杏

南長野 32 曽根原　由美 ｍ＆ｍ

南長野 32 寺沢　千鶴子 西和田ＴＣ

南長野 33 高野　由美子 池の前Ｔ，Ｃ

南長野 33 冨士　美雪 池の前Ｔ，Ｃ

南長野 38 二木　いずみ ｍ＆ｍ

南長野 38 鈴木　千絵 ハイジ

南長野 40 西澤　ゆか チームヒーロー

南長野 40 山辺　佳代子 フェイ

南長野 41 河野　靖子 ハイジ

南長野 41 望月　あやこ 須坂ローンＴＣ

南長野 43 西澤　きょう子 ブリッツ

南長野 43 牧　昭子 ブリッツ

南長野 45 宮崎　栄子 ｍ＆ｍ

南長野 45 佐藤　英里香 杏

南長野 46 中川　美代子 マキシム

南長野 46 西田　ひかる 須坂ローンＴＣ

南長野 47 横山　祐子 杏

南長野 47 傳田　佳子 杏

南長野 51 大塚　真理 チームヒーロー

南長野 51 綿貫　由利子 チームヒーロー

南長野 52 上野　君子 ジュピター

南長野 52 宮坂　美保 ジュピター

南長野 53 合川　美智子 えびのこ

南長野 53 杉浦　愛子 ジュピター

南長野 55 田中　聡美 カジヤテニス

南長野 55 義家　しのぶ ブリッツ

南長野 60 柳沢　久子 杏

南長野 60 柳澤　美佐子 杏

南長野 61 倉石　雅子 ｍ＆ｍ

南長野 61 青木　千恵 ｍ＆ｍ



南長野 63 袖山　桂子 チームヒーロー

南長野 63 荒井　裕子 チームヒーロー

南長野 67 佐藤　益美 アプリコテニスクラブ

南長野 67 多田　早織 アプリコテニスクラブ

南長野 68 望月　理奈 アプリコテニスクラブ

南長野 68 三澤　利恵子 アプリコテニスクラブ

南長野 69 田渕　洋子 アプリコテニスクラブ

南長野 69 石坂　弘美 アプリコテニスクラブ

南長野 70 伊藤　良子 ハイジ

南長野 70 塩野　元子 須坂ローン

南長野 71 小林　亨子 ブリッツ

南長野 71 和田　薫 ブリッツ


