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玉田　樹 YONEX株式会社 金子　真佑佳 柏崎マインTC

横山　由紀江 ヨネックスクラブ 桑原　新菜 エルレッセTC

玉田・横山 金子・桑原

石井　祥子 ファミリーITC 60・62 61・60 佐久美　みゆき ヤマダTS

結城　真理 ファミリーITC 坂口・土田 佐久美・高橋 高橋　早苗

坂口　清美 スポーツガーデン新潟 63･62 76(5)・62 斉藤　真理子 T&S新発田ITS

土田　眞理 フェローズTC 玉田・横山 金子・桑原 大西　敦子

品田　満里子 アピアTC 60･63 63・62 小柳　洋子 ササキTC

田中　潤子 ファミリーITC 稲垣・古澤 伊藤・保科 12 梶原　玲奈 Guts！

稲垣　一文 T-Forest 62・46 WO 伊藤 いずみ Yell

古澤　小百合 ファミリーITC 11-9 早福・林 田村・平元 保科 ゆかり Yell

飛鳥井　ひとみ 水原TC 60・67(6) 61・61

山田　裕子 ファミリーITC 早福・林 10-7

早福　寿美子 Treasure-BOX 64・46 田村　美里 ファミリーITC

林　浩子 ファミリーITC 10-8 玉田・横山 渡部・土谷 平元　明子 JSSジャンボITS

菊池　美和 はまなすTC 63･61 46・61 高橋　由美子 Yell

植木　亜也子 高田ロイヤルTC 10-7 高橋・藤田 藤田　寿美子 Yell

60・61 宮尾 奈美 kimera

菊池・植木 佐藤・石橋 髙橋 真世 スポーツガーデン新潟

風間　朱美 スポーツガーデン新潟 60・64 61・36 佐藤　弘子 ファミリーITC

矢澤　修美 スポーツガーデン新潟 小川・水野 10-7 佐藤・石橋 石橋　裕子 ファミリーITC

小川　久美子 荒川TC 60・76(1) 60・26 佐藤　晴美 ササキTC

水野　昭子 荒川TC 菊池・植木 渡部・土谷 10-7 勝見　佐恵子 MYTC

谷内田　美保 MYTC 62・76(3) 60・61 佐藤　美佐子 アピアTC

高山　奈穂 P.C.G. 谷内田・高山 佐藤・増田 増田　さちえ 上越ローン

朝川　かほる ササキTC 46・63 64・61 近　恵子 T&S新発田ITS

渡辺　芳枝 ファミリーITC 10-4 高山・荒川 渡部・土谷 金井　真美 T&S新発田ITS

62・62 76(4)・61

高山　美恵子 MYTC 渡部　恵里加 ファミリーITC

荒井　睦 Yell 玉田・横山 大関・岩渕 土谷　明佳音 ファミリーITC

旭　ひかり ゴーゴーズ 62・64 64・62 斎藤　真美 T&S新発田ITS

山崎　祐子 T&S新発田ITS 遠山　麻美 荒川TC

旭・山崎 斎藤・遠山

加藤　有里子 ファミリーITC 46・75 36・60 今井　佐知 ヨネックスクラブ

古寺　芳子 G・B 二宮・山岸 10-8 10-4 古寺・渡邊 今井　幹与 クエスト

二宮　早苗 ファミリーITC 61・61 62・62 渡邊　ゆみ子 吉田TC

山岸　静子 ファミリーITC 会田・田中 斎藤・遠山 古寺　弘美 ファミリーITC

小畑　夏奈子 ファミリーITC 61・67(4) 36・76(4) 永井　真理 ヨネックスクラブ

田中　由美子 テニスステーション新潟 清水・中井 10-5 10-2 渡辺・風間 堀　弓子 ヨネックスクラブ

清水　純子 T&S新発田ITS WO WO 渡辺　千秋 ファミリーITC

中井　奈穂子 T-CLAN 会田・田中 畑川・坂井 風間　智恵子 ファミリーITC

若月　美子 ファミリーITC 61・64 75・75

佐々木　ひろみ Yell 会田・田中

会田　玲子 柏崎マイン WO 畑川　百合子 Yell

田中　妙子 小出グリーンTC 米山・相馬 大関・岩渕 坂井　留利子 ゴーゴーズ

五十嵐　泰子 JSSジャンボITS 64・64 60・64 大関　素子 長岡柏TC

後藤　美鈴 ファミリーITC 大関・岩渕 岩渕　英理 ゴーゴーズ

60・61 目黒　幸子 池村プロテニス塾

五十嵐・後藤 大関・岩渕 阿部　のり子 T&S新発田ITS

桐原　睦美 マリンブルーTS 60・63 62・60 服部　理佳子 スポーツガーデン新潟

久保田　幸子 Yell 桐原・久保田 佐藤・早川 佐藤　朱美 ササキTC

遠藤　法子 ファミリーITC 62・64 60・63 佐藤　納千子 マリンブルーTS

玉木　比奈子 米山・相馬 大関・岩渕 早川　晴美 JSSジャンボITS

関塚　美枝子 JSSジャンボITS 64・63 60・62 浅川　芳美 ヤマダTS

福島　照美 JSSジャンボITS 関塚・福島 浅川・大川 大川　博美 ファミリーITC

馬場　奈津未 ｃｒｅｓｃ 46・63 36・75 渡辺　桂子 ファミリーITC

今井　彩子 ファミリーITC 10-4 米山・相馬 宮内・古川 10-7 松山　靖子 JSSジャンボITS

23(RET) ３位決定戦 61・62

米山　絵里奈 オレンジTC 米山・相馬 宮内　梨沙 JSSジャンボITS

相馬　沙季 ファミリーITC 61・63 古川　智子 Yell

シード ※２０２２年８月２３日更新ＮＯＰ参照
1. 玉田・横山　2.宮内・古川 　3・4 渡部・土谷　旭・山崎 9～12.　菊池・植木　田村・平元　五十嵐・後藤　畑川・坂井
5～8　遠山・斎藤　高山・荒井　米山・相馬　金子・桑原 13～16.　大関・岩渕　早福・林　高橋・藤田　会田・田中
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ソニー生命カップ第４４回全国レディース　新潟県大会 レフェリー　小林　かをる

1 33

2 bye 34 bye

土谷　明佳音 ファミリーITC

米山　絵里奈

相馬　沙季 ファミリーITC

オレンジTC

渡部　恵里加 ファミリーITC


