
平成２８年大和まほろばオープンベテランテニス選手権大会

シード№ № 登録№ 氏名 所属 1R 2R 3R SF F

L0008637 山口 俊子 TS奈良テニスクラブ 山口　俊子

L0004667 亀井 京子 TS奈良テニスクラブ 亀井　京子

山口　俊子

亀井　京子

L0007467 三橋 映子 ウィッシュ 三橋　映子 7575

L0009375 加藤 晴美 東宝調布テニスクラブ 加藤　晴美

L0006126 小宮 里美 すわっち 6361 北山　乃梨子

L0008342 峰岸 寿真子 京王テニスクラブ 西本　春美

L0009424 永井 恭代 T.G.K 北村　美佐緒 7562

藤本 直子 T.G.K 伊藤　志津

L0010206 北村 美佐緒 枚方フレンズ 6432Ret 北山　乃梨子

L0003653 伊藤 志津 モリタテニス企画 西本　春美

L0000602 野嵜 八重子 名古屋ローンテニス倶楽部 北山　乃梨子 WO

L0002823 三輪 えり子 O'Z 西本　春美

L0003420 北山 乃梨子 京都市テニス協会 6262 北山　乃梨子

L0004179 西本 春美 阪急仁川テニスクラブ 西本　春美

L0009109 森下 友子 Y.S.C 森下　友子 366310-6

L0003830 炭谷 綾子 上尾セントラルテニスクラブ 炭谷　綾子

森下　友子

炭谷　綾子

L0008177 上野 恭子 T.Volcano 上野　恭子 466110-4

L0011518 司馬 恭子 T.Volcano 司馬　恭子

L0012179 玉川 昌子 TN-21 WO 山本　かおる

L0012238 山中 すゞ代 TN-21 沼山　悦子

L0011172 田中 典子 サンランドロイヤルテニスクラブ 田中　典子 6463

申請中 中田 有可子 クレオパトラ 中田　有可子

L0012438 冨岡 洋子 サン城陽テニスクラブ 6376(7) 山本　かおる

温井 真寿江 サン城陽テニスクラブ 沼山　悦子

山本　かおる 6275

沼山　悦子

L0005441 山本 かおる K7 北山　乃梨子

L0006017 沼山 悦子 トリプルF 西本　春美

L0003497 税田 桂子 NEXCO中日本 税田　桂子 613614-12

L0002989 柚山 由香 Team Satellite 柚山　由香

L0011836 山田 真理子 レインボー彩都 6461 税田　桂子

平山 潤子 箕面桜井テニスITC 柚山　由香

L0012465 大八木 多江子ITC京都西 大八木　多江子 6160

L0011101 間嶋 幸栄 まほろばテニススクール 間嶋　幸栄

L0009562 本多 恵子 阪急仁川テニスクラブ 6263 高岡　久美子

L0010146 永榮 順子 甲子園T.C 山口　良子

L0003127 北沢 陽美 東宝調布テニスクラブ 北沢　陽美 6262

L0004940 蓮沼 敦子 東宝調布テニスクラブ 蓮沼　敦子

L0011244 土屋 純子 中モズローンテニスクラブ WO 高岡　久美子

L0010218 木岡 志津子 モリタテニス企画 山口　良子
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高岡　久美子 6262

山口　良子

L0006056 高岡 久美子 茨木サニータウンテニスクラブ 花房　るり子

L0008172 山口 良子 交野市テニス協会 若竹　智佳恵

L0002879 邊見 つえ子 リトルプリンスTC 邊見　つえ子 76（4）6412-10

L0006109 岡 三恵子 あたごTC 岡　三恵子

L0003589 秋元 静子 神崎テニスカレッジ 67（４）6211-9 邊見　つえ子

L0007984 清原 恭子 関町ローンテニスクラブ 岡　三恵子

L0005391 余吾 佐地子 サンランドロイヤルテニスクラブ 余吾　佐地子 6276(3)

L0008059 山川 知枝 芦屋国際ローンテニスクラブ 山川　知枝

L0010034 内藤 弘恵 アイテニスクラブ 6460 花房　るり子

L0010830 南 弘子 A-CUBEテニスクラブ 若竹　智佳恵

L0004928 松井 キミヨ 中央区テニス連盟 田中　久子 6176(3)

L0012413 平尾 千香子 大正セントラルテニスクラブ目白 植松　保子

L0003225 田中 久子 保谷ロイヤルT.C 6462 花房　るり子

L0000406 植松 保子 テニスユナイテッド 若竹　智佳恵

花房　るり子 6461

若竹　智佳恵

L0000761 花房 るり子 ガーデングリーンテニスクラブ

L0004489 若竹 智佳恵 テニスプラザ尼崎
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