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岡野　有子(上用賀テニスクラブ)
須崎　登美恵(なかよし会)

中村　多香子(BOB)
田辺　京子(BOB)

4
川島　理恵(Ｖａｍｏｓ)
稲熊　紀子(Ｖａｍｏｓ)

#

清田　麻衣子(Ｔｅａｍ　α)
逢坂　美紘(Ｔｅａｍ　α)

濱田　さやか(Ｖａｍｏｓ)
江野　美絵子(Ｖａｍｏｓ)#

#

35

4

#
上野　明子(フリー)
三邨　智子(フリー)

#
大津　とく子(フリー)
宮坂　美恵子(Ｂａｍｂｏｏ)34

原川　雅子(ＭＣメイト)
神山　宏予(ＭＣメイト)

#

1

#
上野　真紀子(Ｔｅａｍ８０’ｓ)
廣田　陽子(Ｔｅａｍ８０’ｓ)2

加藤　操(ダブルライン)
斎藤　祐子(フリー)

3

#
野崎　優子(ＢＯＢ)
吉田　洋子(ＢＯＢ)

#
森本　泉(Ｇ．Ｃ．)
福士　愛子(Ｇ．Ｃ．)32

#
高本　望(マカマカ)
水野　美子(マカマカ)28

#

33

#
菊地　洋子(なかよし会)
西郷　悦子(なかよし会)30

#
藤林　眞理子(フリー)
桜井　美也子(フリー)31

戸田　悦子(アルシラート)
宇津山　さか江(ＮＡＶＥ)

29

#
大塩　さち子(明治神宮外苑ＴＣ)
足立　里美(ＮＴＣ)26

#
岩垣　浩子(Ｔｅａｍ　α)
羽鳥　陽子(Ｔｅａｍ　α)27

24

#
染矢　紀恵(シリウス)
西田　かおり　(シリウス)25

#
外山　玲子(ＷＤＳ)
岩崎　寿美子(ＷＤＳ)

#

杉浦　由美子(フリー)
田積　ひとみ(フリー)

22

#
古海　敏恵(カヨネット)
澤　道子(フリー)23

#
大沼　静(こげこげ)
神吉　美紀(こげこげ)20

#

5
鈴木　順子(アルシラート)
小杉　貴子(なかよし会)18

#
飯塚　夏子(なかよし会)
高橋　成子(ＪＩＴＣ)19

#
下平　暢子(よさこい)
井上　美紀(よさこい)16

8
宮村　千代(Ｔｅａｍ　α)
戸村　あき子(Ｔｅａｍ　α)17

#
沓野　加奈子(ＴＴＣ)
佐藤　由佳(ＴＴＣ)14

#
若林　裕子(シリウス)
関口　真理(シリウス)15

#
宮下　季由美(フリー)
宮沢　才子(フリー)12

#
牧　真由美(Ｂａｍｂｏｏ)
佐藤　広子(チームＭＡＸ)13

9
竹原　弥生(ウイング)
荒川　直美(ＭＣＯ)10

#11
渋井　久美子(ＢＯＢ)
森戸　千代子(ＢＯＢ)

藤井　えり子(ＭＣメイト)
鶴田　徳子(ＭＣメイト)

8

小椿　あき子(用賀Ｔｏｓｓ)
大西　洋子(Ｇ．Ｃ．)21

#
関野　栄子(フリー)
中嶋　俊子(アルシラート)9

5

#
猪狩　智恵子(Ｖａｍｏｓ)
鈴木　万寿美(Ｖａｍｏｓ)6

松永　由衣(フリー)
葛城　萌子(フリー)

7 #

36
青木　道代(Ｔｅａｍ　α)
藤田　ルミ子(Ｔｅａｍ　α)3

#

1

37
内堀　睦子(オクテット)
釣　友子(オクテット)#

38
河原　純子(メレーズ)
奥田　千賀子(ＮＡＶＥ)#

39#

40
古野　章代(フリー)
吉野　恵(フリー)#

高橋　美穂(彦一)
松本　有紗(彦一)

41
田中　真理(なかよし会)
高畠　恵理(なかよし会)#

42
寺田　千景(安達ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)
天野　立子(安達ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)#

43
草野　由里子(ＭＣメイト)
伊能　理恵(フリー)#

44
田中　久子(ＢＯＢ)
牟田口　睦美(ＪＩＴＣ)#

45
羽鳥　チィ(Ｔｅａｍ　α)
朝田　順子(Ｔｅａｍ　α)#

46#
柳澤　邦子(ＢＯＢ)
平松　香子(ＢＯＢ)

47
山口　清美(Ｇ．Ｃ．)
安藤　珍子(Ｇ．Ｃ．)#

48
山下　早苗(カヨネット)
川原井　弘子(カヨネット)#

49
曽我　久美子(ウイング)
大谷　記代(ウイング)#

50
山本　典子(フリー)
石井　博美(フリー)#

51
角田　洋子(フリー)
木村　あき子(フリー)#

52
山口　紀子(メレーズ)
山中　真理子(なかよし会)6

53
小松　アツ子(Ｔｅａｍ　α)
佐久間　貴美江(Ｔｅａｍ　α)7

54
瀧口　陽子(よさこい)
佐瀬　陽子(よさこい)#

55
吉山　久恵(ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)
杉野　さえ(ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)#

56
松下　真樹(ＴＴＣ)
岡田　美紀(ＴＴＣ)#

57
岩崎　玲子(フリー)
渡辺　美子(ＢＯＢ)#

58
山田　千恵子(フリー)
佐々木　祥子(フリー)#

59
佐藤　幸子(ＪＩＴＣ)
松永　広美(ＪＩＴＣ)#

60
長尾　寿子(ＷＤＳ)
太田　まりも(白ゆり)#

谷　和子(Ｔｅａｍ　α)
田島　真理子(フリー)#

62
浅間　由紀(ＭＣメイト)
石坂　慶子(ＭＣメイト)#

61

66
尾尻　悦子(ＢＯＢ)
菊岡　栄実子(ＢＯＢ)#

63
長谷川　浩美(目黒ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)
高橋　央江(目黒ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)#

64

69
木村　ふみ子(アルシラート)
谷田部　恵子(アルシラート)2

Final

67#

68
安田　香久美(Ｔｅａｍ８０’ｓ)
松澤　志保(Ｔｅａｍ８０’ｓ)#

65


