
福田　あずみ ＹｅＬＬ 福田 玉田 玉田　樹 YONEX株式会社

1 相馬　沙季 ファミリーＩＴＣ 相馬 横山 横山　由紀江 ヨネックスクラブ 5～8

中町　祐子 エリートＴＣ 中町
61 60

山岸 山岸　静子 ファミリーＩＴＣ

細貝　美恵子 長岡蒼柴ＳＣ 細貝 馬場 馬場　浩子 ファミリーＩＴＣ

佐久美　みゆき ヤマダＴＳ WO
福田 玉田

64 宮薗　孝子 スポーツガーデン新潟

村木　文子 ヤマダＴＳ 相馬 横山 佐藤　朱美 スポーツガーデン新潟

木戸　恵知子 三条ファミリーＴＣ 60 60 伊藤　良子 マリンブルーＴＳ

佐藤　淳子 三条ファミリーＴＣ 田辺　美恵子 ファミリーＩＴＣ

金巻 伊藤

福島 田辺

金巻　浩子 ＪＳＳジャンボＩＴＳ WO
福田 玉田

64 宮内　梨沙 ジャンボＩＴＳ
13～１6 福島　照美 ＪＳＳジャンボＩＴＳ 相馬 横山 鷲津　千佳 ファミリーＩＴＣ 9～12

早福　寿美子 Ｔｒｅａｓｕｒｅ－Ｂｏｘ 土田 76 64
鈴木 後藤　美鈴 ファミリーＩＴＣ

9～12 林　　浩子 ファミリーＩＴＣ 朝川 (5） 石橋 五十嵐　泰子 ＪＳＳジャンボＩＴＳ 13～１6

64 75

土田　栄子 ササキテニスクラブ 八木 荒井 鈴木　加奈子 荒川ＴＣ

朝川　かほる スポーツガーデン新潟 岩野 中村 石橋　裕子 ファミリーＩＴＣ

品田　満里子 アピアＴＣ 品田
61 61

古寺 古寺　芳子 Ｇ，Ｂ

富井　節子 ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ新潟 富井 若月 若月　美子 ファミリーＩＴＣ

土田　眞理 75
八木 6 2 荒井

63 渡辺　千秋 ファミリーＩＴＣ

五十嵐　真由美 ＪＳＳジャンボＩＴＳ 岩野 福田 玉田 中村 風間　智恵子 ファミリーＩＴＣ

八木　佐代子 池村プロテニス塾 60 相馬 横山 61 荒井　睦 ＹｅＬＬ
5～8 岩野　涼子 はまなすＴＣ 75 75 中村　尚美 テニス同好会 3～4

猪口　美紀 クエスト 猪口 平元 平元　明子 ＪＳＳジャンボＩＴＳ

3～4 旭　ひかり ゴーゴーズ 旭 田村 田村　美里 ファミリーＩＴＣ 5～8

渡辺　早智子 ＪＳＳジャンボＩＴＳ 渡邊
63 63

高橋 佐藤　　泉 マリンブルーＴＳ

羽鳥　由美子 ＪＳＳジャンボＩＴＳ 古寺 関塚 松崎　玲子 ＪＳＳジャンボＩＴＳ

渡邊　ゆみ子 吉田ＴＣ 63
猪口 大関

61 高橋　眞理子 マリンブルーＴＳ

古寺　弘美 ファミリーＩＴＣ 旭 旗 関塚　美枝子 ＪＳＳジャンボＩＴＳ

小林　七美 Ｇｕｔ’ｓ 61 63 小柳　明美 ヤマダＴＳ

古川　智子 ＫＡＺＡＭＡ．ＴＡ 秋山　知子 Ｋ・Ｔ・A

藤田 大関

高橋 旗

藤田　寿美子 ＹｅＬＬ 64 猪口 大関
60 大関　素子 長岡柏ＴＣ

13～１6 高橋　由美子 ササキテニスクラブ 旭 旗 旗　弓子 ｋｉｍｅｒａ 9～12

木村　美恵子 六日町ローンＴＣ 鈴木
63 64

大場 大場　智子 ＪＳＳジャンボＩＴＳ

9～12 金原　史子 小出レディースＴＣ 山田 松山 松山　靖子 ＪＳＳジャンボＩＴＳ 13～１6

64 64

鈴木　理恵子 Ｋ・Ｔ・A 山崎 畑川 酒井　美由紀 マリンブルーＴＳ

山田　智子 ヤマダＴＳ 二宮 坂井 野口　幸子 ＪＳＳジャンボＩＴＳ

田中　妙子 小出グリーンＴＣ 田中
63 62

大嶋 池田　裕美 ファミリーＩＴＣ

永井　真理 ヨネックスクラブ 永井 古澤 大川　博美 ファミリーＩＴＣ

加藤　須美子 ヤマダＴＳ 76 山崎 大関 畑川 76 大嶋　純子 フェローズ

渡邉　聡子 ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ新潟 (4）二宮 旗 坂井 (4） 古澤　小百合 ファミリーＩＴＣ

山崎　祐子 水原ＴＣ 75 75 60 畑川　百合子 ＪＳＳジャンボＩＴＳ

5～8 二宮　早苗 Ｔ＆Ｓ新発田ＩＴＳ 坂井　瑠利子 ゴーゴーズ 2

シード　　　　1福田あずみ・相馬紗季　　2畑川百合子・坂井瑠利子

　　　　　　　　3～4猪口美紀・旭ひかり／荒井睦・中村尚美

　　　　　　　　5～8八木佐代子・岩野涼子／玉田樹・横山由紀江／山崎祐子・二宮早苗／平元明子・田村美里

　　　　　　　　9～12大関素子・旗弓子／宮内梨沙・鷲津千佳／早福寿美子・林浩子／木村美恵子・金原史子

　　　　　　　　13～16藤田寿美子・高橋由美子／大場智子・松山靖子／後藤美鈴・五十嵐泰子／金巻浩子・福島照美

旗

第１６回ヨネックスレディースチャレンジカップ新潟大会
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玉田　樹

横山由紀江
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3位決定戦

猪口

旭
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