
この度は、レベルアップ練習会へお申込ありがとうございます。

各自、ご参加クラス、お名前、所属の確認をお願いします。

お問い合わせ・ご相談等につきましてはレベルアップ専用メール(shibu.levelup@gmail.com)まで早めにご連絡ください。

注意事項、欠席・振替届などはHPのレベルアップ練習会のページに掲載しています。必ず、ご参加初日までにご一読ください。

毎回、コロナ感染症についての確認書をHPからプリントアウトし、記入をしてご持参してください。

青柳和美 Wind 秋山葉子 多摩サークルA 麻田理恵 府中サンC 青柳美千代 ハピスト

石川昌代 日野市民 新井裕子 中野クラブ 阿部三布子 パパス 赤平美佳子 MMTC

伊藤真紀子 サンライズ国立 家永由美子 Muu 伊森直子 サウス 秋葉寿英 クレスト

井戸川裕子 中野クラブ 伊東智絵 プラムレディ 小川悦子 府中サンC 網野嘉子 竹の子

今井由美子 Dテニス 稲村牧子 Muu 小川和子 狛江クラブ 岩嵜満子 久我山L

奥村ちず子 立川パパス 植田江津子 Muu 尾崎令子 狛江クラブ 内田陽子 中野クラブ

柏谷美奈 プレシャス 金子喜美子 久我山L 兼川直美 東久留米市民 遠藤美智代 サントピア

神田ひより 登戸サンライズ 鹿子木満里子美游倶楽部 川上千春 アーリーバード 大川奈穂子 久我山L

草野知子 フラワーズ 川岸玲子 東久留米市民 神戸有紀 パパス 大久保真由 story²

小泉純子 多摩サークルA 川畑陽子 アーリーバード 岸田くめ子 久我山L 小田博子 story2

小林尚子 Dテニス 木村幸子 イースト 木野愛美 ノース 甲斐田千佳子MMTC

斉藤かおる Dテニス 小松聡子 中野クラブ 熊谷由賀利 サウス 岸田真由美 パパス

下迫田美絵 Dテニス 斉藤尚子 BTC 小林美樹 狛江クラブ 木原たみ子 アーリーバード

清水香具枝 プレシャス 櫻井正子 プラネット 小柳のり子 多摩サークルC 木村浩子 中野クラブ

下木原久美子アーリーバード 島田早苗 アーリーバード 境田愛子 ノース 小林一江 イースト

霜村知子 久我山L 菅原真子 井の頭TC 提坂裕子 テニスゼロ和光 駒宮眞弓 シャンピオナ

城口美香 中野クラブ 関根公恵 Muu 佐藤琴恵 サウス 佐田真木子 大正CTC目白

田浦ひろみ M.M.K. 遠田順子 Muu 菅原麻衣 story２ 下田祐喜子 大正CTC目白

田尻直子 小金井クラブ 長沢ともみ story２ 杉田深雪 東村山市民 鈴木郷子 大正CTC目白

谷口いづみ Dテニス 中島美雪 多摩サークルA 鈴木真由子 サウス 高田琴美 アシニス

千葉博子 中野クラブ 沼田美保子 久我山L 鈴木めぐみ ノース 高橋幸恵 シャンピオナ

辻雅子 アシニス 法村綾子 サウス 春原敦子 ノース 高橋里江子 アシニス

土井里知子 府中サンA 羽飼麻友 イースト 高橋貴子 久我山L 田中貴世子 多摩サークルA

徳平晶子 アーリーバード 藤田なおみ 多摩サークルA 高橋珠子 レディメイツ 田中玲子 サンライズ国立

内藤三紀子 プレシャス 松田真里子 アシニス 谷脇千秋 ノース 谷村薫 Muu

中澤靖予 立川市民 松田みち Muu 手島由紀子 高井戸DTC 千葉美幸 サンライズ国立

中山恵 STEP 丸山綾子 日野市民 土肥奈保子 パパス 永岡まさ美 サウス

野原良江 パパスTS立川 山﨑由紀子 フラワーズ 永井志麻 サウス 中村陽子 MMTC

林麻実 登戸サンライズ 脇屋直子 久我山L 中川由雅里 パパス 西田聡美 アシニス

林けい子 アーリーバード 中野裕見子 Dテニス 西村順可 MMTC

樋口千秋 スプリット 中村典子 高井戸DTC 野中有紀子 Muu

福井久美子 井の頭TC 沼田千草 イースト 羽島朋子 MMTC

星千枝 アーリーバード 能登治美 ウエスト 廣瀬正子 一球一打会

前田久美子 イースト 畑山文子 ノース 福島利乃子 神宮

水島昭子 サウス 平田綾 フジノ 星野真樹 神宮

三村優樹子 サウス 深原由美子 井の頭TC 八木真紀 アシニス

宮野陽子 Dテニス 福谷久美子 フジノ 山田真理 竹の子

森岡幾子 ノース 福本さをり スプリット 山本真澄 アシニス

森裕子 アシニス 松本千恵子 狛江クラブ 渡辺知子 多摩サークルA

山下幸代 ゆこゆこ 水戸淳子 story²

渡辺直美 八王子TA 山本瑞穂 サウス

渡辺葉子 STEP 山本ゆき イースト

渡辺淳子 狛江クラブ

エントリーされた方全員、第一希望の日程にてご参加いただけます。

月曜午後クラスのみまだ空きがございます。支部HPよりネットエントリーをお待ちしています。

月曜日 金曜日

午前の部 午後の部 午前の部 午後の部


