
No 選手名1 選手名2 チーム名1 チーム名2 備考

1 横川 弥生 鈴木 康子 千雀庭球一門会 千雀庭球一門会

2 小池 好美 八田 治子 千雀庭球一門会 千雀庭球一門会

3 小磯 恵子 緑川 百合子 中青木テニスクラブ アバンタージュテニスクラブ

4 秋田 友紀 柴田 真理 ダンロップ川口インドアテニス ダンロップ川口インドアテニス

5 伊藤 都 藤田 香子 青木テニスクラブ 青木テニスクラブ

6 田中 久美子 益本 りえ 青木テニスクラブ 青木テニスクラブ

7 手塚 智子 原田 永里子 チームyukino チームyukino

8 大内 美幸 石上 ちさと Ｃｏｐａｉｎ（コパン） Ｃｏｐａｉｎ（コパン）

9 吉田 志美 倉橋 理佐子 Ｃｏｐａｉｎ（コパン） Ｃｏｐａｉｎ（コパン）

10 都留 恵 工藤 ユカリ Ｃｏｐａｉｎ（コパン） 未登録

11 奈良 百合子 安岡 美和 ＯＭＹＴＣ 千雀庭球一門会

12 西塚 孝子 酒井 喜代美 西公民館硬式テニスクラブ 西公民館硬式テニスクラブ

13 馬田 和子 谷口 てる恵 ジョイフル ジョイフル

14 増岡 喜代美 鈴木 容子 キャロ キャロ

15 西尾 理恵 伊藤 由里 TEAM　ONE　DO TEAM　ONE　DO
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No 選手名1 選手名2 チーム名1 チーム名2 備考

1 前川 典子 倉橋 聡子 Ｄ．Ｔ．Ｘ Ｄ．Ｔ．Ｘ

2 芳賀 聡子 黒保 敦子 木村☆農場 未登録

3 田中 由美子 初澤 千浪 アバンタージュテニスクラブ アバンタージュテニスクラブ

4 宮田 裕子 荒谷 靖子 西川口テニスクラブ ジョイフル

5 岩渕 博子 花熊 千壽子 スマイル 中青木テニスクラブ

6 蒲生 幸子 林 幸子 ライズ ライズ

7 千葉 早苗 海老沼 順子 フォーシーズンＴ３ フォーシーズンＴ３

8 原田 理恵 鹿沼 公子 フォーシーズンＴ３ フォーシーズンＴ３

9 林田 明子 𠮷田 房子 フォーシーズンＴ３ フォーシーズンＴ３

10 山口 千晴 鳥谷部 和子 ダンロップ川口インドアテニス ダンロップ川口インドアテニス

11 中村 幸子 鈴木 園絵 ダンロップ川口インドアテニス ダンロップ川口インドアテニス

12 鈴木 光 齋藤 智子 ダンロップ川口インドアテニス ダンロップ川口インドアテニス

13 泉 圭子 龍田 京子 ウインズ ウインズ

14 長野 佐稚子 黒野 美詠子 ウインズ エムズ　（Ｍ’ｓ）

15 落合 友美 大塚 こずえ 三田テニスクラブ 三田テニスクラブ

16 海老沢 晃子 黒崎 麻里子 Ｃｏｐａｉｎ（コパン） Ｃｏｐａｉｎ（コパン）

17 飯村 純子 大島 恵美 Ｃｏｐａｉｎ（コパン） Ｃｏｐａｉｎ（コパン）

18 植木 真美 木谷 久仁子 ストイックス ストイックス

19 西村 貴子 古俣 径子 西公民館硬式テニスクラブ 西公民館硬式テニスクラブ

20 河原 順子 井村 由美子 西公民館硬式テニスクラブ Ｄ．Ｔ．Ｘ

21 打海 可奈子 佐藤 幸子 テニススタジオ川口 テニススタジオ川口
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No 選手名1 選手名2 チーム名1 チーム名2 備考

1 川端 佳子 大高 麻衣子 ウインズ ウインズ

2 今村 志麻 杉浦 美由紀 ウインズ ウインズ

3 玉置 純子 松下 昌美 ウインズ ウインズ

4 高山 純子 村中 佳子 ウインズ 未登録

5 大橋 千春 佐野 房子 チームyukino チームyukino

6 佐藤 友美 石川 朋子 グリーンテニスプラザ ウインズ

フレンドシップ大会　女子Cクラス（初心者）



No 選手名1 選手名2 チーム名1 チーム名2 備考

1 福澤 進 山本 正昭 LT5 未登録

2 吉田 真司 新井 雅巳 クィーンズドームテニススクール クィーンズドームテニススクール

3 大木 晴雄 北森 一弘 西川口テニスクラブ 西川口テニスクラブ

4 横山 秀明 金井 弘隆 ？（ＨＡＴＥＮＡ）Ｊ・Ｆ ？（ＨＡＴＥＮＡ）Ｊ・Ｆ

5 吉岡 勝三 田中 昇 西公民館硬式テニスクラブ 未登録

6 佐藤 充 田中 芳郎 エムズ　（Ｍ’ｓ） Southfields.

フレンドシップ大会　男子６０歳以上の部


