
Seed name 1R 2R 3R 4R SF

1 1 手塚 裕子 松山下ＳC

松本 修代 松山下SC 手塚 裕子 / 松本 修代

2 bye    

bye 磯渕 智子/ 山脇 ゆみ江

3 磯渕 智子 鎌倉宮カントリーテニスクラブ   26, 75, 7-2

山脇 ゆみ江 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 磯渕 智子/ 山脇 ゆみ江

4 林 輝代 百合ヶ丘ファミリーテニスクラブ 62, 64

島田 真紀 百合ヶ丘ファミリーテニスクラブ 磯渕 智子/ 山脇 ゆみ江

5 岡野 靖子 浦和エース 63, 61

伊藤 晴美 浦和エース 岡野 靖子/ 伊藤 晴美

6 日比 悦子 明治神宮外苑テニスクラブ 60, 62

水上 みちこ 明治神宮外苑テニスクラブ 岡野 靖子/ 伊藤 晴美

7 堀 万智子 軽井沢会テニス部 57, 63, 7-2

佐々木 順子 明治神宮外苑テニスクラブ 笹原 美枝/ 鳴島 弘美

8 笹原 美枝 田園テニスクラブ 75, 64

鳴島 弘美 上用賀テニスクラブ 福田 美希子/ 柿沼 幸子

9 清水 えつ子 文京区テニス協会 W.O   

中山 恵美 パザパ 清水 えつ子/ 中山 恵美

10 石渡 晴代 みやふじ静岡 61, 61  

恩田 幸枝 軽井沢会 清水 えつ子/ 中山 恵美

11 岡本 洋子 明治神宮外苑テニスクラブ    61, 60

村井 朝子 明治神宮外苑テニスクラブ 岡本 洋子/ 村井 朝子

12 中島 惠美 軽井沢会 57, 60, 7-5   

渋井 久美子 軽井沢会 福田 美希子/ 柿沼 幸子

13 秋間 美千 田園テニス倶楽部 61, 63   

堀 恵美子 田園テニス倶楽部 高木 雅子/ 森田 純子

14 高木 雅子 明治神宮外苑テニスクラブ 60, 60

森田 純子 明治神宮外苑テニスクラブ 福田 美希子/ 柿沼 幸子

15 別所 広子 与野テニスクラブ   60, 60 

光安 真知子 与野テニスクラブ 福田 美希子/ 柿沼 幸子

16 福田 美希子 あざみ野ローンテニスクラブ 62, 75 A

柿沼 幸子 テニスガーデンレニックス 林 文子 / 古海 マスミ

17 3 林 文子 カジヤTC 16, 62, 76(5)

古海 マスミ エーデル 林 文子 / 古海 マスミ

18 bye    

bye 林 文子 / 古海 マスミ

19 西川 ゆみ 明治神宮外苑テニスクラブ 62, 61   

平松 香子 明治神宮外苑テニスクラブ 金子 京子/ 古郡 宣子

20 金子 京子 東京グリーンＴ．Ｃ 62, 62

古郡 宣子 東京グリーンＴ．Ｃ 林 文子 / 古海 マスミ

21 成田 阿記子 立川グリーンテニスクラブ 63, 60   

大沢 文子 立川テニスクラブ 成田 阿記子/ 大沢 文子

22 関田 恵子 与野テニスクラブ 63, 60

猿楽 節子 与野テニスクラブ 成田 阿記子/ 大沢 文子

23 稲富 志保子 田園テニスクラブ    63, 64

山崎 京子 大森テニスクラブ 川岸 ひろ子/ 川岸 祐子

24 川岸 ひろ子 軽井沢会 64, 63

川岸 祐子 マリンブルーテニススクール 林 文子 / 古海 マスミ

25 町田 典子 目黒テニスクラブ 64, 64

石飛 佳代子 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ 町田 典子/ 石飛 佳代子

26 柳井 和恵 軽井沢会・大森TC 61, 61

牛尾 和子 神宮外苑・大森ＴＣ 町田 典子/ 石飛 佳代子

27 佐藤 千尋 関町ローンテニスクラブ   63, 46, 8-6 

涌井 悦子 関町ローンテニスクラブ 唐川 聖子/ 井澤 育代

28 唐川 聖子 武蔵野ローンテニスクラブ 61, 61   

井澤 育代 福島県テニス協会 町田 典子/ 石飛 佳代子

29 榎本 多恵子 明治神宮外苑テニスクラブ 64, 60   

筧 聰子 明治神宮外苑テニスクラブ 安原 陽子/ 池村 光枝

30 安原 陽子 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 62, 63

池村 光枝 神戸ローンテニス倶楽部 安原 陽子/ 池村 光枝 F

31 近藤 つな子 軽井沢会 63, 61   WINNER

福場 光子 関町ローンテニスクラブ 近藤 つな子/ 福場 光子 A 林 文子 / 古海 マスミ 太田 直子/小川 好美

32 下村 壽子 田園テニスクラブ   16, 75, 7-4 B 太田 直子/小川 好美 64, 64

神山 静枝 田園テニスクラブ
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33 飯沼 久美子 立川テニス倶楽部

広原 新子 立川テニス倶楽部 飯沼 久美子/ 広原 新子

34 岡本 京子 田園テニス倶楽部 61, 63

岡戸 絹枝 田園テニス倶楽部 飯沼 久美子/ 広原 新子

35 辻村 ちえ子 富士オオトミテニスクラブ    62, 62

小松 春枝 富士オオトミテニスクラブ 辻村 ちえ子/ 小松 春枝

36 篠原 さえみ 武蔵野ローンテニスクラブ 64, 64

小林 裕子 武蔵野ローンテニスクラブ 飯沼 久美子/ 広原 新子

37 西沢 美恵子 佐久テニスクラブ 63, 76(6)

楠木 由里 軽井沢会 西沢 美恵子/ 楠木 由里

38 保呂田 美保子 神宮  63, 62

菱山 志摩子 神宮 中川 まどか/ 安藤 淑子

39 須磨 砂美子 鎌倉ローンテニスクラブ 61, 63

河北 紀代子 鎌倉ローンテニスクラブ 中川 まどか/ 安藤 淑子

40 中川 まどか 田園テニスクラブ 63, 64  

安藤 淑子 田園テニスクラブ 飯沼 久美子/ 広原 新子

41 徳田 章子 田園テニス倶楽部 63, 46, 8-6

柴田 潤子 田園テニス倶楽部 徳田 章子/ 柴田 潤子

42 星野 あや子 市ヶ尾テニスクラブ 57, 63, 7-1

中原 三佐代 平山台テニスクラブ 徳田 章子/ 柴田 潤子

43 木本 夏美 軽井沢会 63, 64  

浅野 千里 JSSC 木本 夏美/ 浅野 千里

44 坪内 和子 田園テニス倶楽部 W.O

阿部 静江 田園テニス倶楽部 古阪 訓子 / 緑川 百合子

45 羽鳥 八恵子 田園ＴＣ 61, 64

郡司 潤子 田園テニスクラブ 羽鳥 八恵子/ 郡司 潤子

46 大塩 さち子 明治神宮外苑テニスクラブ 46, 62, 11-9   

井上 真美子 明治神宮外苑テニスクラブ 古阪 訓子 / 緑川 百合子

47 bye 61, 61   

bye 古阪 訓子 / 緑川 百合子

48 4 古阪 訓子 蓮田グリーンテニスクラブ    B

緑川 百合子 アバンタージュ 太田 直子/小川 好美

49 太田 直子 軽井沢会 63, 62   

小川 好美 フリー 太田 直子/小川 好美

50 新井 邦子 明治神宮外苑テニスクラブ 63, 60   

宮澤 松江 佐久テニス 太田 直子/小川 好美

51 岡野 文 明治神宮外苑テニスクラブ 61, 63   

土肥 美紀子 北軽井沢今井テニスクラブ 阪柳 由紀子/ 宇敷 陽子

52 阪柳 由紀子 関町ローンテニスクラブ    61, 61

宇敷 陽子 関町ローンテニスクラブ 太田 直子/小川 好美

53 今田 恵美 馬込テニスクラブ 63, 61

横田 恭子 馬込テニスクラブ 今田 恵美/ 横田 恭子

54 野間 貴子 田園テニス倶楽部 61, 62   

大坂 千世 田園テニス倶楽部 森廣 陽子/ 中嶋 裕子

55 川崎 美和子 軽井沢会テニス部 60, 61

砂川 佐知子 エバーグリーンテニスクラブ 森廣 陽子/ 中嶋 裕子

56 森廣 陽子 百合ヶ丘ファミリーテニスクラブ    W.O

中嶋 裕子 明治神宮外苑テニスクラブ 太田 直子/小川 好美

57 梅原 眞紀子 浦和エース 61, 63

福原 和子 浦和エース 梅原 眞紀子/福原 和子

58 宝樹 澄江 田園テニスクラブ    76, 61

高木 京美 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ 伊藤 路子/ 小林 静子

59 岡田 博美 ミタカテニスクラブ 61, 75   

松本 なおみ MOL 伊藤 路子/ 小林 静子

60 伊藤 路子 双実テニスクラブ    61, 60

小林 静子 双実テニスクラブ 町田 松江 / 松井 文子

61 飯塚 圭子 明治神宮外苑ＴＣ 61, 62   

増田 君代 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 飯塚 圭子/ 増田 君代

62 中野 正枝 軽井沢会    62, 60

カンチェミ ジュンコ 軽井沢会 町田 松江 / 松井 文子

63 bye 63, 26, 7-5

bye 町田 松江 / 松井 文子

64 2 町田 松江 明治神宮外苑テニスクラブ    

松井 文子 名古屋ローンテニスクラブ
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