
A チャレンジクラス

1 ｳｲﾆｯｸ圭子 愛知 2 安部　由美 ｳｵｰﾙﾅｯﾂ 3 池村　伊津子 チームS.E.N

杉浦　圭子 愛知 山上　晃子 ｱﾝﾀﾞﾝﾃ 中田　智子 千代野TC

長沼　恵久子 愛知 中村　浩子 CREW 和田　美樹 千代野TC

加藤　基美子 愛知 水谷　小夜子 winner 渡辺　初枝 千代野TC

4 藤井　美香 T.T.K 5 細川　奈美 個人登録 6 山口　直美 ｾﾝﾃｨｱ

松井　啓子 T.T.K 今西　量子 四ノ宮T.C 森田　浩美 ﾌﾚﾝｽﾞ

玉川　美紀子 D・BLUE 伊達　則子 ﾎﾞﾝﾎﾞﾝ 磯崎　祐子 わんﾁｰﾑ

吉田　友美子 D・BLUE 中原　倫子 黄檗台T.C 福井　真澄 ﾛｺﾒｲﾄ

7 田中　昌枝 小松クラブ 8 高木　優子 PK 9 辻川　千鶴子 小松クラブ

有川　洋子 小松クラブ 早瀬　佳代 PK 越能　幸子 ace

森田　由紀江 小松クラブ 長嶋　こずえ With 大谷　淳子 D・BLUE

越田　雅美 フロリカ 町　志津子 With 今井　陽子 D・BLUE

10 鶴山　美穂 チームS.E.N 11 得地　美津子 南砺市TA 12 山本　美紀 PK

山本　藤乃 チームS.E.N 水上　和代 team wish 高島　恭子 PK

田子　由美子 mok.mok 高橋　好江 ｸﾞﾘｰﾝ 堀　芳子 PK

池田　由美 わくわくﾃﾆｽ 平野　真紀 だんべるず 渡辺　美智代 PK

13 杉岡　智子 PK 14 金子　恵美子 AD.C 15 吉本　律子 T.T.K

植田　美和 マイン 須田　美子 AD.C 田中　涼子 T.T.K

前田　綾野　 プライオリティ 冨田　紀子 AD.C 長田　雅恵 T.T.K

前田　眞由美 プライオリティ 山城　恵 AD.C 北川　陽子 はまなす

16 宮本　裕美子 小松クラブ 17 京田　裕子 わくわくﾃﾆｽ 18 尹　雅子 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ

村田　香 マイン 小城　玲子 すいよん 松本　智子 ﾙｼｰﾀﾞ

雲井　加代子 カサブランカ 奥野　好美 どんまい 前田　和代 ﾌﾟﾗｻﾞ

呉座　由希子 小松クラブ 伊勢　早苗 ace 鈴木　陽子 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ

19 小坂　由美子 Tフリーク

北川　恵美 チームS.E.N

野崎　佳加里 福井県

池端　知子 福井県

teamベガルタ

ドウデュース 加賀れんこん カムカムエブリバデー

YKーⅡ 一千億の湖上の宮殿 杉本組　＋　2

シュエット4 おりひめーず♡ TIKO

ちむどんどん 「ちょっと待てよ」 イケメン彦星に逢いたい

第14回北國七夕50オープンテニス大会（団体戦）　エントリー選手名簿

愛ちーず アンデ～！ 笹の葉さらさら（チーム）

レッツ　トライ ほな、行くえ マリメッコ



B エンジョイクラス

20 本郷　真弓 千代野TC 21 森　智恵子 小松クラブ

中村　世志江 千代野TC 石井　雅美 AD.C

舘　恭子 マイン 鳥畠　徳子 ace

宮森　啓子 マイン 前田　淑子 ace

22 加須屋　順子 PK 23 川西　由美 オアシス 24 近都　匡子 ドラスター

広沢　圭伊子 フロリカ 東崎　美香 Peace 永瀬　陽子 ドラスター

藤井　正子 マグナム 牛島　智子 小松クラブ 坂井　美和 ドラスター

清田　里子 フロリカ 山田　扶美子 はまなす 香川　奈美江 ドラスター
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25 稲葉　冨士子 ｵﾘﾝﾋﾟｱS.C 26 蛭川　芳江 winner 27 中島　恵子 mok.mok

小林　浩子 欅 鈴木　ゆかり T.T 米島　敦子 mok.mok

高橋　郁子 笹川T.C 島田　茂美 笹川T.C 熊谷　恵子 大林T.C

鈴木　静代 津ｸﾞﾘｰﾝ 内山　幸子 winner 浦　和子 mok.mok

28 真田　昭子 T.T.ｵﾚﾝｼﾞ 29 田村　啓子 アヴァンタージュ 30 坂野　弘子 ワンステップ

福田　妙子 兵庫女子連 桶谷　明美 D・BLUE 赤塚　正栄 ワンステップ

小寺　由美 Pratico 矢野　薫 D・BLUE 中屋　千里 アヴァンタージュ

大屋敷　星子 TR-3 浜本　和子 はまなす 水上　麻波 アヴァンタージュ

31 林　節子 フロリカ 32 佐藤　佳代子 プライオリティ

宮前　しのぶ スニッチ 吉田　美恵子 プライオリティ

法島　敏 ace 笠松　恵子 プライオリティ

白石　朋子 フロリカ 宮村　千晶 ドラスター

ニャンダー4 おちゃめなBたち

アンパンマン スイカちゃん ドラスター

ドボンズ ドボンズⅡ マロングラッセ

物見遊山ですがよろしく！ チーム　Salt？ Milky Way

カンパネルラ さくらんぼ


