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品田　啓子 マリンブルーTS 貝沼　真由美 KAZAMA.TA
眞保　斉子 ファミリーITC 小林　愛子 KAZAMA.TA

佐藤　淳子 三条ファミリーTC 佐藤 62 60 佐久美　みゆきヤマダTS
木戸　恵知子 三条ファミリーTC 木戸 61 61 田中・末竹 村木　文子 ヤマダTS
近藤久美子 Guts! 46 76(1) 田中菜摘 さくらTC
鈴木裕希 ジャンボITS 63 品田・眞保 貝沼・小林 61 末竹あゆみ 金ちぎ
平元　明子 ジャンボITS （3） 62 60 戸川　良子 ファミリーITC
高山　奈穂 新潟PCG 平元・高山 60 64 戸川・馬場 馬場　浩子 ファミリーITC
木山　佐枝 ファミリーITC 61 76(2) 八木　房子 ヤマダTS
宮内　梨沙 ジャンボITS 26 平元・高山 大関・岩淵 木村・足利 60 阿久津　百合子ファミリーITC
石井　紀子 東青山TC （9） 63 16 62 品田　満里子 アピアTC
大関　三津子 ファミリーITC 窪田・佐藤 57 61 62 木村・足利 小川　真紀 十日町ラブTC
窪田　裕子 蒼紫SC・TA 75 （10） （7） 62 木村　美恵子 六日町ローンTC
佐藤　弘子 ファミリーITC 61 旭・今田 貝沼・小林 75 足利　久美子 六日町ローンTC
大塲　智子 ジャンボITS 64 64 五十嵐　泰子 ジャンボITS
石橋　裕子 ファミリーITC 大塲・石橋 16 62 久住・鷲津 後藤　美鈴 ファミリーITC
荻荘　こよみ ファミリーITC 62 （７） 75 久住　友里恵 KAZAMA　TA
松浦　冨美枝 ファミリーITC 60 齋藤・遠山 久住・鷲津 46 鷲津　千佳 Yell
斎藤　真美 T&S新発田ITS 62 63 （4） 服部　理佳子 スポーツガーデン新潟

遠山　麻美 荒川町ＴＣ 齋藤・遠山 63 64 鈴木・高橋 佐藤　朱美 スポーツガーデン新潟

渡辺　千秋 婦人テニス 61 64 鈴木　由美子 マリンブルーTS
風間　智恵子 ファミリーITC 62 旭・今田 中村・高山 64 高橋　真理子 マリンブルーTS
滝田　オトミ 上越ひまわりTC 16 64 渡辺　芳枝 ファミリーITC
山本　奈緒美 サンフレンドTC 旭・今田 64 63 小柳・古寺 中山　佐和子 加茂市TA
旭　ひかり ゴーゴーズ 62 （4） 75 小柳　洋子 瓢庭
今田　泰子 長岡ヨネックスTC 61 旭・今田 中村・高山 63 古寺　芳子 すみれ
齋藤　久美子 Viton's　BTC 61 57
坂井　久美子 マリンブルーTS 山崎・笹川 63 75
山崎　祐子 水原TC 64 （10） 中村　尚美 水原TC
笹川　澄枝 ファミリーITC 62 高山　美恵子 ジャンボITS
岩野　涼子 はまなすTC 岩野・藤野 大関・岩淵 細金　佳子 小千谷TA
藤野　綾子 ジャンボITS 64 63 細金・猪口 猪口　美紀 クエスト

62 62 60 加藤　須美子 ヤマダTS
岩野・藤野 細金・猪口 62 福田　琴恵 ジャンボITS

向井　靖子 マリンブルーTS 63 75 井沢　香代 ジャンボITS
高橋　愉香 アピアTC 高橋・藤田 31 63 田村・坂口 金巻　浩子 ジャンボITS
高橋　由美子 ササキTC 60 RET 62 田村　美里 ヤマダTS
藤田　寿美子 ササキTC 57 岩野・藤野 細金・猪口 64 坂口　幸恵 ヤマダTS
佐藤　美佐子 アピアTC （6） 62 76(5) 今井　佐知 プリンスTC
増田　さちえ 上越ローンTC 佐藤・増田 61 46 今井・今井 今井　幹与 クエスト
渡辺　桂子 スポーツガーデン新潟 64 （6） 61 菊池　美和 はまなすTC
朝川　かほる スポーツガーデン新潟 60 佐藤・増田 田中・長谷川 64 西村　玲子 柏崎テニス協会
小畑　夏奈子 池村プロテニス塾 64 62 鈴木　理恵子 KTA
目黒　幸子 池村プロテニス塾 荒井・関塚 64 75 田中・長谷川 山田　智子 ヤマダTS
荒井　睦 ジャンボITS 62 64 田中　妙子 小出グリーンTC
関塚　美枝子 ジャンボITS 64 岩野・藤野 大関・岩淵 76(3) 長谷川　規子 さくらTC
畑川　百合子 ジャンボTS 67(8) 60 林　浩子 ファミリーITC
坂井　瑠利子 Ino 畑川・坂井 62 61 林・早福 早福　寿美子 Treasupe-Box
永原　昌子 ジャンボITS 60 （4） 75 永井　真理 ヨネックスTC
野口　幸子 ジャンボITS 60 畑川・坂井 林・早福 46 菱谷　麻美 アヒルTC
中島　孝子 ティエルセ 61 61 （8） 筑井　正子 ジャンボITS
堀　弓子 長岡岡友 渡辺・竹野 75 63 筑井・宮薗 宮薗　孝子 スポーツガーデン新潟

渡邊　ゆみ子 吉田TC 63 64 佐藤　晴美 ササキTC
竹野　昌子 吉田TC 61 46 畑川・坂井 大関・岩淵 65 勝見　佐恵子 MYTC
秋山　知子 K.T.A 75 62 福島　照美 ジャンボITS
田邨　紀子 マリンブルーTS 高橋・月野 75 60 伊藤・田辺 佐藤　泉 マリンブルーTS
高橋　章江 ジャンボITS 63 61 伊藤　良子 マリンブルーTS
月野　まり子 ジャンボITS 26 小川・塚田 3位決定戦 大関・岩淵 64 田辺　美恵子 ファミリーITC

（5） 62 60
62 貝沼・小林 61

小川　久美子 胎内市ＴA 62 大関　素子 柏TC

塚田　万里子 T&S新発田ITS 62 岩渕　英理 ゴーゴーズ

シード

1. 品田・眞保 2. 大関・岩渕 3・4 岩野・藤野　中村・高山 5～8 細金・猪口　小川・塚田　貝沼・小林　山崎・笹川

9～12. 木村・足利　田中・長谷川　畑川・坂井　大塲・石橋 13～16. 五十嵐・後藤　荒井・関塚　窪田・佐藤　林・早福

※　８：２０分開場、選手は1階ゲートより入場、早朝貸し出しの為開場していますが、時間まで入場不可

※　1日目　８：50分受付終了　９：００開会式　練習コート８：３０～８：５０まで１～１６番コートベスト８まで選出

※　２日目　順位決定戦　９：００受付け終了　練習コート　選手ミーティング後～９：２５分まで

※　服装はテニスウエアー・テニスシューズ着用の事　ロゴに注意　長ズボン、長スパッツ可

※　ＮＯＰは2018年8月23日更新使用　所属はＮＯＰ登録クラブ名を記載　変更は県テニス協会今井氏へ変更届を提出

※　ソニー生命様より　うちわ、ペアで写真撮影、カキ氷のサービス　お楽しみ賞あり

ソニー生命カップ第４０回全国レディース　新潟県大会 レフェリー　小林　かをる
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32 貝沼真由美・小林愛子 64

30 62

31 bye 旭ひかり・今田泰子 63
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