
ファイトマッチ
クラス NO チーム名 選手名

小出 恵子 関 智恵美 杉浦 美由紀 近藤 珠美 新美 美奈子 野間 量子 佐田 由理子 鈴木 久予

太田 ひろみ 日比 恵都子 鈴木 敦子 地引 英里

難波 記子 小笠原 千代子 森山 亜由子 山本 美穂 椎葉 幸子 浜島 美由紀 佐藤 令子 鷲野 綾香

鷲野 加奈 土谷 真由香 林 久美子

山本 愛 藤木 真理 松寺 道子 岩田 伸枝 桑原 諒子 中井 千紘 笹川 佳倫 泊 沙知

向 一美

神藤 幸子 大原 一美 小渡 ちなみ 伊原 祐子 岸本 みち代 高橋 祐恵 今泉 陽子 赤堀 麻衣子

阿部 見知子 小原 由紀子 長尾 成美 世古口 聡美

大野 理恵 沼山 悦子 小林 久子 倉田 真理子 疋田 由衣 安部 奈保 加藤 紗希 石垣 有紀

長瀬 百合衣

6 チームライン 真瀬 真由美 石黒 真理子 沢登 真紀子 谷岡 啓子 野尻 順香 河合 美穂 石塚 久美

山形 里美 中村 珠代 橋本 由美子 池本 麻里絵 磯 美由紀 伴野 弥生 川崎 彰子 加藤 陽子

寺本 恵子 浦野 優子

種谷 季三江 加藤 万由弓 坂 由起子 澤田 あゆみ 大野 聖代 恒遠 侑子 鈴木 暢子 加藤 千鶴

和田 葉子

3 リリー 柴山 千沙子 松山 恵美 山本 千佳 玉樹 美香 竹田 綾子 墨 美里 高 桃子 土屋 菜月

澤栁 まり子 早川 共子 千田 志賀 加藤 陽子 戸松 和美 中村 涼子 野口 由紀子 鈴木 聡美

浅野 美恵 松岡 悦子 立野 和子

川瀬 千恵子 白井 典子 井上 めぐみ 中村 礼子 西川 美奈 奥野 尚 鶴阪 絵里奈 吉田 早希子

森山 晶子

6 MITC (A) 因幡 啓子 和田 ひとみ 谷本 純子 金森 裕美 風巻 貴子 西村 朋子 纐纈 菜都美

野田 みづほ 岩田 英子 安藤 美奈 谷口 早苗 佐藤 智子 加賀 美貴子 荒川 慶 馬場 真理

谷口 千恵 山本 かおる 田中 佳枝 北川 恵美 髙木 朝子

佐藤 朋子 秋山 敦子 乾 富美代 今井 祐美 梅澤 尚子 小西 千寿 谷本 由美子 岡崎 由希子

中村 はる奈 藤山 陽子 深谷 幹子

3 チームA.C.K. 金原 みき枝 千葉 弘子 山口 育子 中島 紀子 梅田 文子 西澤 美奈子 大島 美香 秋田 伸代

富田 享子 田口 典子 榎谷 恵理子 山田 英理子 水野 理恵子 樹所 真澄 中川 美恵 小麦崎 さくら

日野 真名美 藤田 智恵美 吉田 光子

成清 小百合 渡邊 あけみ 横浜 みどり 片野 貴恵 越前 明美 臼井 まさえ 鈴木 房子 柘植 直子

千葉 仁美 柴田 早月

ウィニック 圭子 加藤 基美子 久田 裕美 石田 純子 弓長 幸子 伊藤 みどり 安達 幸江 伊藤 英代

三浦 早英子 高津 由紀子

内藤 麻由美 佐藤 泰子 山本 由紀 稲田 正子 殿柿 直美 加藤 ゆかり 浅井 敦子 村上 明子

長沼 恵久子 山本 優子

完山 ひろみ 杉田 篤子 金内 早苗 三浦 玲子 野村 真弓 深井 恵子 田中 文子 梶川 龍美

福島 由子 坂本 めぐみ 村田 美春

吉田 郁子 宮代 カレン 北橋 恵里子 杉浦 早春 宮崎 さつき 大村 和恵 大坪 理恵 伊与田 栄

石井 真由美 ロホブスキー 賀代 西岡 正子 河合 利江 川口 奈緒美 喜多 静枝

吉中 美和 前田 洋子 宮﨑 智美 冨田 千穂美 草野 千穂 近藤 朋子 菊岡 朝子 山田 貴子

横地 友子 加藤 一実

後藤 真美 塚本 弘枝 須崎 尚美 後藤 瑛里 岡田 千晶 櫻井 洋子 小林 ひとみ 山舗 資子

相原 のり絵 柴口 清佳

6 DIVAS 杉浦 佳子 林 貴子 渡部 亜津佐 西坂 幹江 小栗 由美子 榊原 多香子 杉崎 孝子 浅井 洋未

A級

1 POF (A)

2 ハニービーンズ

3 スポルト T・A

4 つくしんぼ

5 ジーク

B級

1 CAT'S

2 チームG&A

4 MARS (A)

5 S＆B

C級

1 ウィルグリーン

2 ハッピーレイン

4 パステルカラー

5 MARS (B)

6

D級

1 MARS (C)

2 コバリテニスパーク

3 名古屋GTC

4 ホワイトラビット

5

Cherry Bang Bang

テニス村 C
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郷 真由美 小山 富士子 久保 真喜子 松原 和子 飯室 安記美 野村 セキ子 渡辺 周子 藤田 恵理子

坂東 恵理 筒井 尚子 神谷 洋子 関根 恭子 江口 律子

矢代 雅美 片山 智子 岡田 忍 山下 英倫子 榊原 美佳 阪本 由紀子 村松 幸子 福永 留美

林 裕子

田中 明美 日下 明子 井本 由美 新實 幸代 安部 裕子 前田 美和 永見 あづさ 宮下 佳奈子

是永 美穂

4 ティンカーベル 庭池 香里 泊野 百合子 白山 昌子 松島 千鶴 光岡 由美 社本 千枝 斉藤 みほ子 小川 ともよ

高塚 美津恵 寺田 ひとみ 石垣 多佳予 森山 清美 平林 百合子 緒方 千代 小寺 朋子 犬飼 陽子

原 友佳子

鈴木 陽子 田坂 裕子 石川 靖子 西村 夕起子 山瀬 小枝子 梅北 真知子 深谷 厚美 浅山 園美

稲葉 洋子 中島 けい子 瀬戸 千鶴 大井川 美鈴 石山 裕紀子

1 テニス村 B 堀田 美子 福岡 初枝 高木 淳子 松原 由布子 仲野 淑子 坂田 多恵子 小笠原 まり子 鈴木 淳子

藤田 典子 荻野 広美 東海林 祐子 柴田 久美子 阿部 由美子 松堂 佐和子 宇根 千晴 成瀬 祐子

熊田 紗織 伊藤 朋子

河合 佳子 山口 寿美 久保 美穂 小倉 喜代美 安田 永里子 小久井 一美 高橋 裕美 長谷川 淳子

山﨑 有加 堀 由理

村瀬 晴美 鳴海 香奈子 河口 明子 青柳 経子 山田 美津穂 加藤 美幸 柘植 琴絵 角 三和子

柘植 英絵

5 ファーストフラッシュ 早川 さとみ 岩橋 綾子 佐藤 悦子 鍋田 直子 伊藤 悦子 上原 英美 秋田 雅代 伊藤 京子

安井 栄子 浦西 純子 原 しのぶ 岡田 明美 石川 真理子 和田 尚子 木村 文江 横前 久恵

寺田 由希子 永田 恵子

浅野 三輝子 山崎 陽子 福島 克美 綾部 美千代 山本 美和子 新美 淑絵 岩佐 孝子 五島 悦子

堤 宏子 西尾 直子

伊藤 奈穂 中山 英里 伊藤 弓子 今泉 有美子 成瀬 裕子 堀出 尚子 小川 由香子 金村 浩美

鈴木 雅和 鈴木 ゆみを

浅田 百合子 杉浦 淳子 有馬 さやか 伊東 美苗 小林 泉美 金剛 かおり 田代 美映 成原 律子

山本 友美 鈴木 智香子

内田 真貴 籠谷 敬子 大西 淑子 勝田 記久子 鈴木 まゆみ 谷口 麻子 新美 幹 長谷川 美樹

花本 由香里 早野 佐千子 森 和江 吉井 典子 伊藤 紀子

山内 小百合 大橋 靖子 岩井 郁子 角 きよ子 中根 千亜紀 鈴木 真澄 石川 知子 高木 菜友里

片岡 雅美 手島 美穂 祖父江 純子 岩瀬 千秋 吉野 佑美

中村 伸子 鶴見 慶子 滝元 典子 豆谷 三重 油谷 睦子 吉村 直子 橋本 千鶴 尾内 直子

中永 佐紀子 鈴木 明美 道脇 佐保子 長川原 清美

7 Jelly beans 堀之内 智子 斉藤 寿世 三浦 佐記子 和田 重子 下田 広美 高島 育子 久郷 ひとみ 青山 淑恵

FRI (A)

5 もぐもぐぱにゃにゃん

6 サンダーバニー

4 チームリボン

6 FRI (B)

E級

1 MITC (B)

2 ROWDY

3

F級

2 キューブ

3 POF (B)

G級

1 やんちゃ坊連合

2 40-LOVE

3 グリーンアイス

4 カラフルガールズ

5 サンシャイン

6 フレンズ
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フレンドシップマッチ
1 微魔女リティ 藤嶋 佐恵子 竹内 順子 鎌倉 美鈴 嶋津 房子 林 朋美 古河 葉子 箕浦 京子

2 ポニョ 渡辺 美和子 国枝 千鶴子 上野 ひとみ 仲 真寿美 宮本 幸枝 井上 美代子 木下 良江

西崎 美砂子 飯塚 清子 長谷川 康江 古山 桃子 折戸 克子 大谷 博子 岩本 太香子 中島 僚子

藤原 千恵子 水野 直美

4 ECO 三谷 雅美 三好 典子 栗木 理恵 安田 美由紀 下川 美代子 織田 圭子 田代 幸代 前田 治子

5 チェリー 後藤 万由美 高瀬 裕子 高橋 和恵 宮川 純子 足立 由美子 佐々木 清江 本多 稲子

1 Kit勝つts 長谷川 洋子 加藤 みつこ 岸 由佳理 高木 澄子 柘植 志津子 土本 牧子 牧野 恵子

2 エクレア 佐藤 信子 伊藤 規子 飯塚 雅子 吉村 恵 片山 もと子 大澤 容子 柳 里香 久野 ひとみ

大野 崇代 石川 泉 小宮 ちかげ 森 まゆみ 宮下 孝子 山中 千恵子 大垣 洋子 近田 礼生

小松 美津子

吉田 知巳 足立 正子 遠山 恭江 橋本 富美子 三井 ナミエ 宮川 洋子 田口 浩子 菖蒲 久美子

金田 千恵

5 シャイニーローズ 内藤 佳子 蔵藤 千里 土谷 真由美 久留美 久美子 松村 真由美 小林 起美代 泉田 勝子 金丸 さとみ

４５歳以上
1 POF 関 智恵美 小出 恵子 近藤 珠美 杉浦 美由紀 鈴木 敦子 地引 英里 浅井 洋未 日比 恵都子

2 柚子小町 伊藤 里恵 野尻 順香 渡邊 あけみ 小林 真奈美 山内 小百合 石塚 久美 石川 知子

郷 真由美 小山 富士子 筒井 尚子 神谷 洋子 渡辺 周子 藤田 恵理子 榛葉 由紀子 長谷川 淳子

小久井 一美

4 GLORY☆5 横浜 みどり 内藤 麻由美 鈴木 房子 成清 小百合 臼井 まさえ 杉崎 孝子 浅井 敦子 稲田 正子

5 トリプル F 村瀬 晴美 石黒 真理子 真瀬 真由美 石田 純子 柘植 直子 山田 慶子 谷岡 啓子 村上 明子

1 切磋琢磨 原 由美 林 貴子 森 和江 杉浦 佳子 田中 明美 永見 あづさ 江岡 佳代

2 We can！！ 梶川 龍美 及川 綾子 田中 文子 渡瀬 洋子 藤木 真理 福島 由子 深井 恵子

3 Super Angel 小西 千寿 田平 信子 樹所 真澄 千田 志賀 日野 真名美 藤田 智恵美 酒井 祐子 若杉 奈美

4 ボケの華 岡崎 由希子 田口 典子 富田 享子 福井 敬子 河村 明代 水野 理恵子 吉田 光子

青山 恵子 冨岡 波江 加藤 淳子 河合 幸子 山本 かおる 松木平 恵美 田中 佳枝 吉見 裕子

坂東 恵理

1 シュガーズ 渡辺 幸子 藤田 典子 矢岸 淳子 松岡 朋子 杉野 洋子 阿部 由美子 鈴木 律子

2 ハッピーレイン 45 佐藤 朋子 乾 富美代 今井 祐美 梅澤 尚子 榎谷 恵理子 秋山 敦子 吉田 美貴子

3 スマイリー 久瀬 久己子 浅田 百合子 安部 裕子 中川 愛子 前田 直子 金剛 かおり 長田 理麻子

4 LOVE LOVE 秋田 伸代 千葉 弘子 市原 千津子 金原 みき枝 山崎 楊子 山口 育子 梅田 文子

5 QPチルドレン 東海林 祐子 榊原 さおり 鈴木 淳子 松堂 佐和子 堀出 尚子 松原 由布子 金丸 さとみ 吉冨 康子

6 わんぱく45 加藤 陽子 澤栁 まり子 佐藤 智子 立野 和子 安藤 美奈 金森 裕美 荒川 慶 北川 恵美

1 茶Run歩゜Run45 竹田 恵美子 中山 敦子 杉下 理恵 豊田 邦子 山下 喜子 尾林 恵子 宮本 あづさ 米山 明子

佐藤 泰子 野田 みづほ 野口 公子 林 久美子 藤山 陽子 吉村 弘子 金子 日登美 楠本 佳子

稲本 カオル

3 E to F 井村 智子 千田 希代子 北川 千代子 松井 友佳子 三又 佳代 楯 靖子

後藤 真美 須崎 尚美 塚本 弘枝 上本 瑞美子 加藤 ゆかり 谷口 麻子 花本 由香里 山口 智歌

奥村 由香

伊与田 栄 北橋 恵里子 西岡 正子 喜多 静枝 綱島 洋子 宮代 カレン 大坪 理恵 大村 和恵

荻野 広美 ロホブスキー 賀代

6 ジャスミン 志水 綾子 小川 由香子 渡邉 ゆか 山本 由紀 斯波 香 岡田 千晶 永岡 ゆりの 松永 明子

B

ブ

ロ

ッ

ク

3 Cappuccino

4 アールグレイB

ブランダ.レディ.チーム

A

ブ

ロ

ッ

ク

3 リラックmama

A

ブ

ロ

ッ

ク

3

5 ＴＥＴ

C

ブ

ロ

ッ

ク

D

ブ

ロ

ッ

ク

2 アクワ

4 ハッピーハート

5 NGTC  オールブラックス

B

ブ

ロ

ッ

ク
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1 Cherry Bang Bang ウィニック 圭子 加藤 基美子 長沼 恵久子 宮本 めぐみ 西田 里奈 細野 かおり

2 エスポワール 土屋 浩子 浦西 純子 酒井 はるみ 杉浦 淳子 須藤 妙子 横地 友子

3 セブンハーツ 小寺 朋子 石垣 多佳予 堀之内 智子 河合 佳子 小倉 喜代美 高塚 美津恵 安田 永里子

4 モッツレラ 横前 久恵 木村 文江 小林 明美 磯谷 鈴子 佐藤 美幸 岡田 明美 祖父江 純子 手島 美穂

鈴木 陽子 田坂 裕子 石川 靖子 西村 夕起子 山瀬 小枝子 梅北 真知子 深谷 厚美 浅山 園美

中島 けい子 瀬戸 千鶴 大井川 美鈴 石山 裕紀子

1 チョコベル 内田 真貴 緒方 千代 大西 淑子 宮崎 さつき 籠谷 敬子 斉藤 みほ子 泊野 百合子 庭池 香里

2 40-LOVE 鈴木 雅和 金村 浩美 伊藤 弓子 中山 英里 今泉 有美子 鈴木 ゆみを 井村 順子

3 フワ・フワ・スフレ♪ 佐藤 つや子 名畑 裕子 河合 真千子 川口 恵子 松川 佳与子 山下 正恵 今吉 祥子

4 ミックスベリー 斉藤 寿世 久郷 ひとみ 三浦 佐記子 高島 育子 松本 早苗 白山 昌子 西井 ひろ美 社本 千枝

5 オバサン本仕込み 吉田 寿美 岩井 郁子 角 きよ子 近藤 珠美 田中 貴美江 高木 菜友里 阿知波 亜由美 石河 愛美

1 体力勝負 鈴木 淳子 村瀬 芳江 田辺 初子 三澤 智子 松井 ゆかり 佐藤 悦子 近藤 恵子

2 ホワイトココア 江坂 直美 前田 洋子 吉中 美和 近藤 朋子 冨田 千穂美 草野 千穂 片岡 雅美 山田 貴子

3 のんたんズ 黄原 文子 西坂 幹江 井本 由美 日下 明子 山本 敬子 安井 亜希子 片山 智子

4 ジュエリーBOX 大山 千代子 梅本 久恵 松下 和美 福島 克美 山崎 陽子 泉 とも子 川岸 博子

永田 由美 加藤 佳奈子 文田 秀子 稲垣 千絵子 小松 有希 村山 由美子 高井 典子 仙崎 史枝

石川 真理子

1 エースをいただけ！ 加藤 みゆき 伊藤 朋子 深谷 理菜 坂田 多恵子 野田 理恵子 山岡 さと子 仲野 淑子

2 Happiness💛 西尾 直子 大島 美香 浅野 三輝子 新美 淑絵 岩佐 孝子 秋田 雅代 堤 宏子

3 シャイニーローズ 内藤 佳子 蔵藤 千里 小林 起美代 土谷 真由美 薗田 絹子 久保 美穂 松村 真由美 久留美 久美子

4 チーム小春 西崎 美砂子 大西 真由美 田中 すい子 飯塚 清子 古山 桃子 長谷川 康江 井上 美代子 西薗 美佐代

5 フレッシュ火曜日 矢口 美紀 藤本 千佳 中川 晶己 嬉野 秀子 阿部 知子 高井 ちづる 稲本 早苗 田中 孝子

1 美♡すけっと 藤家 桂 堀田 美子 村岡 俊栄 水野 昌子 渡辺 真澄 櫻井 洋子

小倉 綾子 坂野 裕子 阿部 悦子 嵩 範子 真野 優子 増田 朋子 冨田 直美 三島 麻美子

泉田 勝子 大澤 篤子 浦志 伸子

篠原 順子 神谷 正代 和田 重子 下田 広美 緒方 美佳 日比野 道子 紅林 千鶴子 早川 弥生

南 真奈美 中出 久美子

高瀬 裕子 宮川 純子 村山 丸美 成瀬 裕子 高橋 和恵 足立 由美子 渡辺 美和子 国枝 千鶴子

後藤 万由美 佐々木 清江

遠山 恭江 橋本 富美子 吉田 知巳 菖蒲 久美子 三井 ナミエ 宮川 洋子 足立 正子 金田 千恵

田口 浩子
5 アーグレイ B
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５５歳以上
1 ジーク 加藤 敬子 小林 久子 今井 佐知子 今泉 陽子 八神 和恵 沼山 悦子 小松 理絵 水野 輝子

2 つくしんぼ55 清水 幸子 佐藤 容子 近藤 澄江 鈴木 裕見子 早川 孝子 桑原 能理子 完山 ひろみ

3 ハッピー熟女 田島 町子 川口 雅子 稲葉 洋子 久世 茂子 竹内 操 長田 喜久恵

4 CAT'S 寺本 協子 丹羽 るみ子 山根 福子 中野 美和子 久野 康子 織田 美代子 小野 美都子

5 ラピス 久保 真喜子 野村 セキ子 吉田 郁子 新実 喜代美 北埜 百合子 辻 希代子 花井 千波

6 ポパイ 田之上 加代子 岩田 順子 森田 貴志 中野 和子 中村 幸子 川北 けい子 小林 久美子

7 キャロット 近藤 容子 小山 トキ子 清水 いずみ 杉山 千津子 市岡 照子 榊原 弘美 椎葉 彰子 鈴木 喜代美

8 Kit勝つts 長谷川 洋子 加藤 みつこ 岸 由佳理 鈴木 晶子 高木 澄子 柘植 志津子 土本 牧子 牧野 恵子

土日ナイター
1 さるさる 大久保 孝子 早川 恭子 牧口 好美 槇原 清子 横前 久恵 左右田 みな子

2 イエローバルーン 仙崎 史枝 林 美鈴 渡辺 順子 小伊豆 恭子 冨田 千穂美

3 あっかんべぇ 高井 典子 宮村 直子 下ノ本 みさと 丸山 貴美 道脇 佐保子 神谷 久美子

4 GOTT 西川 和江 水野 純子 林 玉巳 松尾 和子 広田 八月 大石 直子 平山 文子

5 パルプンテ 石川 知子 吉野 佑美 大橋 愛子 其田 智子 下川 美代子 三好 典子

1 碧 加藤 ゆかり 河村 美智代 岡野 由美 水野 里香 長谷川 貴子

2 梅坪、浄水SC 西岡 正子 庭池 香里 日下部 亜弓 高橋 信子 加藤 喜代美 三井 靖子

3 ベイマックchu♡ 永田 由美 寺田 由希子 山下 英倫子 加藤 佳奈子 小松 有希

4 豊田高専女子 水野 ひな子 福島 穂乃佳 佐藤 友希 中澤 璃乃 上田 悠月 小林 愛奈

寺下 愛 大岩 陽子 人見 貴子 新谷 千秋 中谷 由香子 後藤 有美 島藤 友美 伊藤 奈穂

堀内 真理

A

ブ

ロ

ッ

ク

B

ブ

ロ

ッ

ク

5 40-LOVE

5/5


