
Seed name 1R 2R 3R SF F

1 1 長島 恵理子 明治神宮外苑テニスクラブ

長島 涼夏 明治神宮外苑テニスクラブ 長島 恵理子 / 長島 涼夏

2 bye    

bye 長島 恵理子 / 長島 涼夏

3 須崎 登美恵 駒沢ラケットクラブ 61 51 RET

岡野 有子 テニスユナイテッド 須崎 登美恵 / 岡野 有子

4 寄兼 映子 フリー 60 60   

小島 千代美 フリー 野波 由貴子 / 児玉 夏子

5 野波 由貴子 庭球三田会    62 64

児玉 夏子 三菱東京UFJ銀行 野波 由貴子 / 児玉 夏子

6 bye    

bye 野波 由貴子 / 児玉 夏子

7 bye    62 62

bye 加藤 裕子 / 福富 よし子

8 加藤 裕子 スマイル    

福富 よし子 スマイル 野波 由貴子 / 児玉 夏子

9 長縄 瑞代 金曜会    62 36 62

木次 桜 金曜会 長縄 瑞代 / 木次 桜

10 bye    

bye 長縄 瑞代 / 木次 桜

11 水野 成美 軽井沢会    60 61

太田 久子 軽井沢会 杉原 彩子 / 蓮尾 絵里子

12 杉原 彩子 TLTC 61 61   

蓮尾 絵里子 TLTC 長縄 瑞代 / 木次 桜

13 杉山 恵玲奈 NTTデータ    64 76(5)

星野 真澄 KST 杉山 英玲奈 / 星野 真澄 

14 倭 由布子 神宮テニスクラブ  75 53  

丸山 真貴子 明治神宮外苑テニスクラブ 牧羽 雅子 / 杉浦 早春

15 bye   62 64 

bye 牧羽 雅子 / 杉浦 早春

16 牧羽 雅子 Van Der Meer tennis USA    WINNER

杉浦 早春 軽井沢会 小林 千穂 / 内田 沙織

17 中島 惠美 軽井沢会    64 62

葦沢 玲子 軽井沢会 中島 惠美 / 葦沢 玲子

18 bye    

bye 秋本 典子 / 豊永 栄子

19 bye 61 61   

bye 秋本 典子 / 豊永 栄子

20 秋本 典子 スマイル    

豊永 栄子 関町ローンテニスクラブ 山下 任美 / 相澤 華子

21 増田 華代子 フリー    50 RET

森 直子 フリー 山下 任美 / 相澤 華子

22 山下 任美 ＪＩＴＣ    62 60

相澤 華子 MUTB 山下 任美 / 相澤 華子

23 bye 60 46 7-5   

bye 西村 あかね / 鈴木 薫

24 西村 あかね 関町ローンテニスクラブ    

鈴木 薫 フリー 小林 千穂 / 内田 沙織

25 三田 伸江 軽井沢会    61 62

岩江 みどり 軽井沢会 三田 伸江 / 岩江 みどり

26 bye    

bye 米持 理恵 / 温井 香織

27 bye 64 62   

bye 米持 理恵 / 温井 香織

28 米持 理恵 フリー    

温井 香織 フリー 小林 千穂 / 内田 沙織

29 峯村 有佳子 スナイパーズ    60 60

瀧川 友美 バンブータウン 峯村 有佳子 / 龍川 友美

30 柳井 和恵 軽井沢会・大森TC    60 60

椎名 文美恵 大森TC 小林 千穂 / 内田 沙織

31 bye    61 60

bye 小林 千穂 / 内田 沙織

32 2 小林 千穂 武蔵野テニスシティー    

内田 沙織 武蔵野テニスシティー
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