
Seed name 1R 2R 3R SF F

1 1 長縄 瑞代 金曜会

木次 桜 金曜会 長縄 瑞代 / 木次 桜

2 bye    

bye 長縄 瑞代 / 木次 桜

3 三田 伸江 明治神宮外苑テニスクラブ 61, 62

宮井 秋子 明治神宮外苑テニスクラブ 三田 伸江 / 宮井 秋子

4 山田 恵子 エリステニスクラブ W.O

西山 紗弥加 エリステニスクラブ 宇田 怜未 / 南方 綾子

5 相澤 華子 MUTB 64, 62

山下 任美 ＪＩＴＣ 相澤 華子 / 山下 任美

6 杉原 彩子 TLTC 62, 63

蓮尾 絵里子 TLTC 宇田 怜未 / 南方 綾子

7 宇田 怜未 マーガレットコート 75, 61

南方 綾子 マーガレットコート 宇田 怜未 / 南方 綾子

8 原 千絵子 東京海上日動 61, 61

市川 可奈子 東京海上日動 宇田 怜未 / 南方 綾子

9 中島 有香子 ミタカテニスクラブ 64, 60

福永 英子 ミタカテニスクラブ 山本 果枝 / 上原 理恵

10 山本 果枝 フリー 63, 61

上原 理恵 フリー 山本 果枝 / 上原 理恵

11 杉山 恵玲奈 NTTデータ 75, 61

星野 真澄 筑波大学大学院 野波 由貴子 / 児玉 夏子

12 野波 由貴子 慶應義塾大学 61, 63

児玉 夏子 JITC 山本 果枝 / 上原 理恵

13 山口 典子 明治神宮外苑テニスクラブ 61, 62

安藤 知衣 TAMANIWA 山口 典子 / 安藤 知衣

14 加藤 裕子 スマイル 62, 16, 7-4

秋本 典子 スマイル 篠原 希子 / 宮田 明美

15 吉形 真里枝 緑ヶ丘テニスガーデン    76(2), 60

西村 直子 緑ヶ丘テニスガーデン 篠原 希子 / 宮田 明美

16 篠原 希子 ミタカテニスクラブ 46, 61, 7-4 WINNER

宮田 明美 ミタカテニスクラブ 永野 綾子 / 渡邉 尚子

17 水野 成美 軽井沢会 64, 62  

太田 久子 軽井沢会 外山 紀子 / 宮本 多樹

18 外山 紀子 フリー 62, 60

宮本 多樹 フリー 星野 典子 / 山口 雅美

19 寄兼 映子 フリー  61, 57, 9-7  

増田 華代子 第一三共 星野 典子 / 山口 雅美

20 星野 典子 緑ヶ丘テニスガーデン 62, 61

山口 雅美 緑ヶ丘テニスガーデン 永野 綾子 / 渡邉 尚子

21 山辺 篤子 ビビット 60, 62

岡本 留美子 ビビット 斎藤 祐子 / 須藤 秀子

22 斎藤 祐子 明治神宮外苑テニスクラブ 60, 60

須藤 秀子 田園テニスクラブ 永野 綾子 / 渡邉 尚子

23 望月 清美 ビビット 60, 60

野口 益子 ビビット 永野 綾子 / 渡邉 尚子

24 永野 綾子 東京ローンテニスクラブ 61, 60

渡邉 尚子 フリー 永野 綾子 / 渡邉 尚子

25 ラコー 華恵 軽井沢会 61, 61  

横澤 貴子 東京ローンテニスクラブ 佐村 珠妃 / 久保埜 恵

26 佐村 珠妃 J.STAP 63, 61

久保埜 恵 フリー 佐村 珠妃 / 久保埜 恵

27 金子 敏世 日本郵政 61, 62

三宅 玲子 読売広告 金子 敏世 / 三宅 玲子

28 福富 よし子 スマイル 64, 62

豊永 栄子 関町ローンテニスクラブ 長島 恵理子 / 長島 涼夏

29 長島 恵理子 軽井沢会 26, 63, 7-3

長島 涼夏 軽井沢会 長島 恵理子 / 長島 涼夏

30 麻生 玲子 テニスの王子様 60, 61

山本 喜美子 ビビット 長島 恵理子 / 長島 涼夏

31 bye 61, 63

bye 峯村 瑠梨子 / 峯村 有佳子

32 2 峯村 瑠梨子 言問テニスクラブ    

峯村 有佳子 言問テニスクラブ
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