
この度は、レベルアップ練習会に申し込みありがとうございます。

エントリーされた方全員、第一希望もしくは第二希望でご参加いただけます。各自、クラス分けをご確認ください。

お名前の見つからない方、希望と異なるクラスに入っている方がいらっしゃいましたら

至急3/5までにレベルアップ専用メール（shibu.levelup@gmail.com)までご連絡ください。

注意事項、欠席・振替届などレベルアップ練習会HPに掲載しています。必ず、初日スタート前までに一読ください。

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提出してください。

参加費（￥１５，０００ー）は自動返信メールにてお知らせした振込先へ３月５日（金）までにお願いします。

午後クラスにまだ空きがあります。お仲間に申し込みを忘れた方などいらっしゃいましたらレベルアップ専用メールまでご連絡ください。

青柳 朋美 STEP 秋山 葉子 多摩サークルA 相澤 良枝 TT4C 相原 悦子 井の頭

飯田 みどり 町田ローン 稲積 優子 小金井クラブ 赤平 美佳子 STD桜田 岩田 由美子 井の頭

池知 誉子 Story2 岩嵜 満子 GROWING 安達 和江 イースト 神田 日和 登戸サンライズ

伊澤 あゆみ 多摩サークルC 遠藤 由依 シャンピオナ 雨宮 佳子 ノース 北 直子 大正CTC目白

井戸川 裕子 中野クラブ 大高 麻衣子 シャンピオナ 市川 多貴子 サウス 木村 由美 井の頭

今井 由美子 Dテニス 甲斐田 千佳子 STD桜田 稲葉 淳子 大正CTC目白 工藤 淳子 美遊倶楽部

梅原 千佳子 田園 草野 知子 フラワーズ 稲又 小織 STEP 國武 千佳 立川市民

大川 奈穂子 久我山L 神津 節子 ノース 大和田 幸子 多摩サークルC 小林 奈宝美 フルールドリス

大熊 佳子 高井戸DTC 佐々木 佳世 久我山L 小川 和子 狛江クラブ 佐藤 悦子 ひまわり

大塚 美代子 中野クラブ 澤田 清美 ジーク 尾﨑 令子 狛江クラブ 佐藤 琴恵 登戸サンライズ

加藤 文子 Dテニス 関 早苗 狛江SFTC 川崎 とし子 Dテニス 島田 教子 井之頭

加藤 玲奈 パパス立川 関根 公恵 Muu 岸田 くめ子 久我山L 清水 八重子 GROWING

霜村 知子 久我山L 高木 郁子 GROWING 木村 初恵 シャンピオナ 下田 祐喜子 大正CTC目白

下村 真佐子 チアーズ 髙橋 久美子 立川市民 熊谷 由賀利 サウス 鈴木 裕子 美遊倶楽部

城口 美香 イースト 武田 温子 STEP 五箇 慶子 イースト 高砂 千春 国立霞ヶ丘

杉山 佳世子 ゆこゆこ 田尻 直子 小金井クラブ 小林 美樹 狛江クラブ 田邉 恵子 ウッチーズ

高野 尚子 多摩サークルC 長沢 ともみ Story2 小林 百合子 Muu 中山 文子 大正CTC目白

田浦 ひろみ M.M.K 沼田 美保子 久我山Ｌ 小柳 のり子 多摩サークルC 登 明美 国立サンライズ

千葉 博子 中野クラブ 法村 綾子 サウス 境田 愛子 ノース 廣瀬 正子 一球一打会

辻 雅子 アシニス 橋爪 真美子 Story2 白石 純子 井の頭 藤田 まゆみ STEP

土井 里知子 府中サンＡ 早川 亜美 ひまわり 鈴木 郷子 大正CTC目白 藤野 和美 STEP

徳平 晶子 アーリーバード 藤田 なおみ 多摩サークルA 髙橋 英子 ウエスト 堀 嘉津子 井の頭

永山 恵子 フルールドリス 藤本 真理 プレシャス 塚本 多佳子 フルールドリス 堀河 紀子 一球一打会

成田 小百合 メロンクラブ 堀内 弘子 竹の子 手島 由紀子 高井戸DTC 米山 理恵 国立霞ヶ丘

野元 知子 東久留米市民 間地 順代 高島平インドア 中島 美雪 多摩サークルA

拜原 佳子 Alice 松澤 美和 ラビッツ 中村 典子 高井戸DTC

長谷川 直美 Alice 宮田 祐子 高松ローン 中村 陽子 STD桜田

林 景子 ノース 森 小百合 メリー&ハリー 中山 恵 STEP

樋口 さとみ STEP 山田 真理 竹の子 沼田 千草 イースト

樋口 千秋 スプリット 山積 博子 ひまわり 羽飼 麻友 イースト

星 千枝 アーリーバード 吉田 直美 狛江SFTC 羽島 朋子 STD桜田

松本 千栄 ノース 脇屋 直子 久我山L 深原 由美子 井の頭

水原 牧子 田園 比良 智子 Story2 増島 佳子 TT4C

森 裕子 アシニス 松本 千恵子 狛江クラブ

薮田 湖納美 ウエスト 水島 昭子 サウス

山本 真澄 アシニス 三村 優樹子 サウス

横尾 泰江 S.T.C 渡辺 淳子 狛江クラブ

横川 さおり 久我山L 渡辺 知子 多摩サークルA

渡辺 葉子 STEP 

月曜日 金曜日

午前の部 午後の部 午前の部 午後の部


