
    ２０１１年度小山市クラブ対抗女子リーグ戦組み合わせ及び、登録メンバー表 
２０１１年５月３０日 

【女子１部】 
クラブ名 リーグ戦登録メンバー 
KDDI HTC1801 藤江敦子 大野香代子 鈴木八重子 大山玲恵 江間雅子 山崎幸恵 柴山聡美  

古池裕美子 
昭和電工マスターズ 藤井玉青 坂本香織 杉村房子 早川美枝子 本間富士子 大島文子 小坂晴美 
ローズ TG 兵藤多賀子 黒川玲子 八筬ミツ子 宮田真澄 益子きく子 藁科由紀子 木村敬子 

つばめがえし 風野勝子 佐々木智子 清水紀美子 櫻田紀子 早瀬恵子 後藤景子 落合真由美  
稲葉直実 

※追加登録者は赤字 
 
【女子２部】 
クラブ名 リーグ戦登録メンバー 
コマツレディース 三村裕子 沼田久美子 飯島正子 高橋仁美 沼田杏子 沖田恵子 田那部久美子 
ローズアプリコット 遠藤厚子 田中和江 宮下とも子 松沼文子 山崎祐子 宮川宣子 
結城サンデーズ 岡田貴子 木村則子 木村奈津子 庄司弘美 平元みゆき 

サンライズ 石垣久美子 押山和子 照沼朱実 鹿野豊子 根田洋子 保科洋子 寺本尚子  
佐々木千春 大出昌子 岩崎江美子 小林とし子 

 
【女子３部】 
クラブ名 リーグ戦登録メンバー 
エンデバー 佐藤千恵子 谷口祐子 佐山幸子 渡辺ひとみ 中野貴子 増田紀子 工藤敦子 
チームトマト 林教子 六谷美智子 石川正子 岡崎昌子 種井久美子 中沢育代 平野浩子 
小山グリーン 小篠浩子 山中美江子 山田久枝 桐野京子 吉田玲子 
富士通 工藤千寿 小島和代 星野芳子 狐塚美佐子 

 
【女子４部】 
クラブ名 リーグ戦登録メンバー 
KTC-A 正木裕子 後藤久恵 鈴木明美 若林恵子 佐藤桂子 
チーム２００１ 大熊美子 諏訪明美 坂入美智子 青山敦子 木村恭子 斗光操子 
Wing 袰岩美智子 清水順子 今泉浩見 坂本眞合子 湯本純子 武藤美恵子 神保京子 
ペパーミント 羽兼恵子 野崎隆子 伊藤涼子 谷沢京子 田口ヨウ子 板矢昌子 富塚よし江 

 
【女子５部】 
クラブ名 リーグ戦登録メンバー 
野木テニス愛好会 近藤和枝 森田京子 松田キミ子 増澤佳菜子 行川孝子 鈴木美智子 鎌田貞子 
ウィッチーズ 小堀智美 新井由紀子 山中吉子 内山深雪 田口佳代子 
シュガーバンビ 田口美由紀 星野朋子 桜井早苗 若本三千代 岡本フミ子 清末久美子 後藤良江 
プリティースプリームス 石川詠子 町支節子 太田恵美子 猪瀬英子 飯島麻里子 高浜比呂美 

 
【女子６部】 
クラブ名 リーグ戦登録メンバー 
ローズオレンジ 和気悦子 砂川佐知子 山崎厚子 大井隆子 佐山道子 辻紀代子 石井喜代子  

田村芳枝 
リリーズ 菅野久江 大槻桃子 松本多美子 刈谷加奈 岩下裕子 三上さゆり 五十畑直子 

岩下京未 三上玄 
KTC☆組 神戸美紀 高橋牧 野口美智子 柊木卓子 氏家悦子 
自治医大教職員 豊田英子 菊地みどり 松本恵美子 長井野衣 

 
 



【女子７部】 
クラブ名 リーグ戦登録メンバー 
ローズストロベリー 小林満恵 古賀真弓 小竹陽子 中村サト子 戸倉香奈恵 
スピリッツ 梅津美津 谷島洋子 川副幸子 五味朋子 池田浩美 五味由美子 高井幸子 
エンゼル 木村聡子 塩谷邦江 斉藤昌美 会原由紀子 樋山つぐみ 金久保順子 玉井美奈子 
チーム２００１Happy 塚田眞弓 早川祥子 後藤和代 柄沢なぎさ 高松良子 北島英子 

 
【女子８部】 
クラブ名 リーグ戦登録メンバー 
デイジーダック 野口京子 醍醐清美 館野久子 宮本登志子 大森彩香 岡田夏希 
オセロズ 山口好子 生沼由美子 砂川由美子 山藤いち子 山口紗緒里 手塚和子 

フレンズ 三橋春美 瀧山緑 和田厚子 若林真由美 郡司あゆみ 渡辺芳江 高倉幸恵 泉弘美 
秋山美智代 須賀容子 松本和子 上田乃恵美 

ベビー・ミニ 赤羽浩子 石井光子 福島悦子 丸山光子 柳田礼子 秋山晴美 上野紀子 
 チーム STT→オセロズ 
 
【女子９部】 
クラブ名 リーグ戦登録メンバー 
コマツ TC 冨岡桂子 牧美枝 上野恵美子 寶田英恵 平尾洋子 小塚よし子 愈潔 生井綾香 
EVOLUTION 岩野直子 大橋敬子 鈴木恵美子 由利麗子 岸喜世子 桃井美代子 鈴木栄子 
Mon Burj 和久圭子 渡部流美 小林絹代 森本江見子 中川桂子 田村宏子 平戸朝子 

内田まゆみ 小野由美子 国分文子 関口浩子 小野寺有子 
サエラ 植野好子 皆川弘恵 中村利恵 石田久美子 田中富美子 

 Burj→Mon Burj 
 
【女子１０部】 
クラブ名 リーグ戦登録メンバー 
エキサイト 菅原京子 宮本弘子 高田恵美 山田清美 野口久美子 生沼伊都子 
SMILE 渡辺智栄 松井美恵子 清成恵子 小島寿美代 
チェリー 吉富恵美子 坂本涼子 坪野谷由香 淵沢直美 山岸陽子 伊藤智代子 
ACE! 新実雅子 皆川真弓 増山敦美 岡本恵子 大栗美代子 大橋理美 岩井香代子 
ブルータス リム道子 天笠正子 松本初子 松山晶子 桑野真由子 沼田友子 
Bon Burj 岸本由美子 平野里佳 八木順子 地主千秋 岩垂桃香 

 CHERRY→チェリー 
 


