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1R 2R SF F

石渡　美和 (ジョーズ)

2 　　bye 
1 高津戸　恵美子 (S.T.C.) 65

3 白石　純子 (Novice) 67

66 　　bye 
平田　智恵香 (RLTS)

4 古内　エリカ (STS)

5 武笠　由紀子 (ENDLESS) 69

68 二田　佐智代 (サンファイブ)

藤咲　由紀子 (チームS・A)

6 寺口　純子 (てにてに)

7 茅野　かおる (T－wave) 71

70 橋本　亮子 (J.Breaks)

米山　栞 (WAZ)

8 杉下　智恵子 (0-ALL)
① ⑤

9 榊原　美香 (春野ITS) 73

72 伊藤　依子 (RSC)

大西　佐和子 (浦和パークTC)

74 西村　貴子 (Team Air)

11 傍島　万絢 (ルネサンス浦和)

10 横山　真智子 (そーそー)

12 松本　良子 (アップルT・C) 76 杉本　純子
75 飯村　純子 (S-MTC)

(ブルースカイ)

13 井上　恒子 (遊友族)

14 本多　弘子 (ジップ大宮) 78 堤下　順子
77 東　久美子 (ミラクル)

(AFTA)

15 井村　夏代 (RLTS)

17 前川　紘子 (Novice) 81

16 大澤　啓子 (マツヤマTC) 80 北見　康予
79 　　bye 

18 　　bye 

(東大宮TC)

82 　　bye 
本間　まゆみ (RSC)

83 細渕　恵美 (M&Mickey)19 福永　潤子 (浦和サンデーTC)

84 佐々木　千秋 (サンファイブ)20 岩渕　佳絵 (T－wave)

85 永井　一枝 (ブルースカイ)21 小室　美穂 (ダンデライオン)

86 古俣　径子 (Team Air)22 島本　千恵美 (SARI)

87 井上　ちさと (S-MTC)23 雨宮　英理 (ファイン)

25 中野　幸子 (ジョイナス)

88 増渕　仁美 (浦和パークTC)24 小林　敬子 (オセロ)

89 池谷　恵美 (RLTS)

90 鈴木　麻理奈

② ⑥

(Asobidas)

27 保坂　詩子 (ITC与野)

26 山口　茉莉 (SUTC)

91 福田　恵子 (ジョーズ)

28 相楽　裕見子 (7CC浦和)

29 佐藤　千恵 (マツヤマTC) 93 吉本　小百合
92 春日　孝子 (ライジングスター)

(チームYM)

30 山田　妙子 (春野ITS) 94 徳永　恵利 (WAZ)

31 　　bye 
32 安東　悦子 (RSC) 96 開元　瑞穂

95 　　bye 
(東大宮TC)

33 幸田　三奈子 (ブルースカイ) 97 村田　聡子 (そーそー)

34 　　bye 98 　　bye 
35 千田　梨枝子 (チームKWM)

36 永野　浩子 (RSC) 100 加東　知美
99 大島　恵美 (S-MTC)

(RSC)

37 倉橋　聡子 (SC朝日) 101 簗島　史恵 (浦和パークTC)

38 尾上　望 (浦和パークTC)

39 伊藤　晴代 (7CC浦和) 103 水本　敦子
102 君村　きみ子 (チームくるみ)

(ルネサンス浦和)

40 足立　かおり (ITC与野) 104 中野　友絵 (ジップ大宮)
③ ⑦

辻山　栄里 (東大宮TC)

42 西尾　みどり (オセロ)

41 奥津　真弓 (マツヤマTC) 105

106 鈴木　幸子 (RLTS)

43 田中　美絵 (ジョイナス)

44 田中　園実 (春野ITS) 108 保坂　あつ子
107 藤澤　映歩 (BAGEL)

(Team30－0)

45 持永　久子 (UYTC) 109 花岡　三穂子 (M&Mickey)

46 田中　久美子 (NTNL)

47 　　bye 111 　　bye 
110 斉藤　香 (ブルーライトニン)

48 田島　聖子 (T・弁慶) 112 神田　聡美 (ZIPPERS)

49 熊澤　慶子 (NTNL) 113 坂場　伸子 (ルネサンス浦和)

50 　　bye 
51 ラヴェル　美奈 (T・弁慶) 115 小池　由美子

114 　　bye 
(マスターズ)

52 大宮　典江 (ブルースカイ) 116 内山　覚巳 (Theory)

53 田口　路子 (VIVA)

54 青木　薫 (チームS・A) 118 田畑　篤子
117 青栁　侑加 (ジップ大宮)

(BSTH浦和)

55 藤田　京子 (SC朝日) 119 ブンホイ・ケイ・　ソイラットダー (アット)

56 宇都宮　亜希 (7CC浦和)
④ ⑧

57 早澤　恵美子 (浦和パークTC) 121 滝本　明子
120 野口　ちず子 (浦和パークTC)

(S.T.C.)

58 二宮　邦子 (RSC)

59 皆吉　優香 (みなテニ) 123 鈴木　佳純
122 森川　由紀子 (テニスゼロ 浦和)

(RLTS)

60 政　正子 (ジョイナス) 124 大竹　教子 (そーそー)

61 宮﨑　るり (オセロ)

62 石田　弘美 (東大宮TC) 126 依田　真由美
125 坂巻　千香子 (東大宮TC)

64 草野　亜樹 (J.Breaks)

(STJ)

63 　　bye 
128 打越　美由紀 (MYSTARS)

127 　　bye 
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