
2011/7/30- 2011/8/7 女子ダブルス本戦

Seed name 1R 2R 3R 4R SF

1 1 木次 桜 金・会

長縄 瑞代 金・会 木次 桜 / 長縄 瑞代

2 bye    

bye 木次 桜 / 長縄 瑞代

3 望月 清美 ビビット 8 0   

野口 益子 ビビット 恩田 幸枝/恩田 江理

4 恩田 幸枝 軽井沢会 8 4   

恩田 江理 筑波大学大学院 木次 桜 / 長縄 瑞代

5 篠原 希子 ミタカテニスクラブ 8 2   

宮田 明美 ミタカテニスクラブ 篠原 希子 / 宮田 明美

6 bye    

bye 篠原 希子 / 宮田 明美

7 bye W.O   

bye 片桐 治子 / 河北 理枝子

8 片桐 治子 明治神宮外苑テニスクラブ    

河北 理枝子 フリー 木次 桜 / 長縄 瑞代

9 山田 礼子 軽井沢会 6 1, 6 1   

有吉 知佐 カジヤテニスクラブ 山田 礼子 / 有吉 知佐

10 bye    

bye 山田 礼子 / 有吉 知佐

11 bye 9 8(3)   

bye 柿木 佳枝 / 谷村 百合

12 柿木 佳枝 田園テニス倶楽部    

谷村 百合 あざみ野ローンテニスクラブ 山田 礼子 / 有吉 知佐

13 細山 優美 マサ・スポーツ・システム W.O   

小柳 マミ 明治神宮外苑テニスクラブ 細山 優美 / 小柳 マミ

14 bye    

bye 市川 可奈子 / 原 千絵子

15 bye 8 3   

bye 市川 可奈子 / 原 千絵子

16 市川 可奈子 東京海上日動    A

原 千絵子 東京海上日動 木次 桜 / 長縄 瑞代

17 3 中島 有香子 ミタカテニスクラブ 6 3, 6 2

福永 英子 ミタカテニスクラブ 中島 有香子 / 福永 英子

18 bye    

bye 中島 有香子 / 福永 英子

19 西川 ゆみ 明治神宮外苑テニスクラブ 9 8(2)   

平松 香子 明治神宮外苑テニスクラブ 星野 典子/山口 雅美

20 星野 典子 緑ヶ丘テニスガーデン 8 3   

山口 雅美 緑ヶ丘テニスガーデン 中島 有香子 / 福永 英子

21 山辺 篤子 ビビット 8 2   

岡本 留美子 ビビット 山辺 篤子 / 岡本 留美子

22 bye    

bye 葦沢 玲子 / 松方 恵美

23 bye    W.O

bye 葦沢 玲子 / 松方 恵美

24 葦沢 玲子 軽井沢会    

松方 恵美 軽井沢会 中島 有香子 / 福永 英子

25 鈴木 愛 テニスショップRooM 6 4, 6 1   

清水 晶子 テニスショップRooM 鈴木 愛 / 清水 晶子

26 bye    

bye 鈴木 愛 / 清水 晶子

27 bye 8 5   

bye 須崎 登美恵 / 岡野 有子

28 須崎 登美恵 上用賀テニスクラブ    

岡野 有子 上用賀テニスクラブ ラコー 華恵/グラハム バーナデッド

29 近藤 麗 あざみ野ローン 8 4   

地主 圭 チームウインフィールド ラコー 華恵/グラハム バーナデッド

30 ラコー 華恵 軽井沢会 8 4    

グラハム バーナデッド 東京ローンテニスクラブ ラコー 華恵/グラハム バーナデッド F

31 bye W.O   木次 / 長縄 WINNER

bye 永野 綾子 / 片倉 恵 新谷 /塩沢

32 永野 綾子 東京ローンテニスクラブ    新谷 /塩沢 7 6(4), 6 2

片倉 恵 フリー
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33 杉山 恵玲奈 NTTデータ

星野 真澄 筑波大学大学院 杉山 恵玲奈 / 星野 真澄

34 bye    

bye 新谷 恵未/塩沢 ちえり

35 新谷 恵未 フリー 8 1   

塩沢 ちえり 善福寺公園TC 新谷 恵未/塩沢 ちえり

36 麻生 玲子 テニスの王子様  8 0  

山本 紀美子 ビビット 新谷 恵未/塩沢 ちえり

37 大塩 さち子 明治神宮外苑テニスクラブ 8 2

井上 真美子 明治神宮外苑テニスクラブ 大塩 さち子 / 井上 真美子

38 bye    

bye 大塩 さち子 / 井上 真美子

39 bye 8 4

bye 箕輪 恵子 / 白岩 和世

40 箕輪 恵子 ETC    

白岩 和世 とつかテニスクラブ 新谷 恵未/塩沢 ちえり

41 吉澤 綾野 フリー 6 4, 6 0   

里村 由衣 フリー 吉澤 綾野 / 里村 由衣

42 bye    

bye 川岸 ひろ子 / 杉浦 早春

43 bye W.O   

bye 川岸 ひろ子 / 杉浦 早春

44 川岸 ひろ子 軽井沢会    

杉浦 早春 名古屋ローンテニスクラブ 鈴木 千華/西村 あかね

45 鈴木 千華 フリー 8 5   

西村 あかね 関町ローンテニスクラブ 鈴木 千華/西村 あかね

46 相原 千映 明治神宮外苑テニスクラブ 8 0   

鷲尾 眞由美 明治神宮外苑テニスクラブ 鈴木 千華/西村 あかね

47 bye W.O   

bye 太田 紗苗 / 山本 果枝

48 4 太田 紗苗 軽井沢会    B

山本 果枝 フリー 新谷 恵未/塩沢 ちえり

49 峯村 瑠梨子 東洋英和女学院大学 6 3, 6 2   

峯村 有佳子 アートヒルテニスクラブ 峯村 瑠梨子 / 峯村 有佳子

50 bye    

bye 峯村 瑠梨子 / 峯村 有佳子

51 bye 8 1   

bye 井上 まり / 菊岡 栄実子

52 井上 まり 明治神宮外苑テニスクラブ    

菊岡 栄実子 明治神宮外苑テニスクラブ 峯村 瑠梨子 / 峯村 有佳子

53 三田 伸江 明治神宮外苑テニスクラブ 8 2   

五味 悦子 明治神宮外苑テニスクラブ 三田 伸江 / 五味 悦子

54 bye    

bye 生川 実希子 / 横澤 貴子

55 bye 8 4    

bye 生川 実希子 / 横澤 貴子

56 生川 実希子 東京ローンテニスクラブ    

横澤 貴子 東京ローンテニスクラブ 峯村 瑠梨子 / 峯村 有佳子

57 寄兼 映子 フリー 4 6, 6 4, 7-5

小島 千代美 フリー 寄兼 映子 / 小島 千代美

58 bye    

bye 長島 恵理子 / 上野 佑莉

59 bye 8 1

bye 長島 恵理子 / 上野 佑莉

60 長島 恵理子 神宮T.C    

上野 佑莉 神宮T.C 相澤 華子 / 飯塚 玲奈

61 寺田 恵子 テニスの王子様 8 6

森井 弘子 ビビット 吉形 真里枝/西村 直子

62 吉形 真里枝 緑ヶ丘テニスガーデン 9 8(5)   

西村 直子 緑ヶ丘テニスガーデン 相澤 華子 / 飯塚 玲奈

63 bye 8 3    

bye 相澤 華子 / 飯塚 玲奈

64 2 相澤 華子 MUTB    

飯塚 玲奈 I’Z.t.s


