
Seed name 1R 2R 3R QF SF

1 1 福田 美希子 あざみ野ローンテニスクラブ

柿沼 幸子 テニスガーデンレニックス 福田 美希子 / 柿沼 幸子

2 bye    

bye 福田 美希子 / 柿沼 幸子

3 大津 礼子 明治神宮外苑テニスクラブ 63 , 61

園山 千恵子 明治神宮外苑テニスクラブ 大津 礼子 / 園山 千恵子

4 望月 清美 ビビット 64 , 75

野口 益子 ビビット 中嶋 裕子 / 秋元 静子

5 中嶋 裕子 明治神宮外苑テニスクラブ 64 , 64

秋元 静子 神崎テニスカレッジ 中嶋 裕子 / 秋元 静子

6 bye    

bye 中嶋 裕子 / 秋元 静子

7 bye 62 , 61

bye 徳田 章子 / 柴田 潤子

8 徳田 章子 田園テニス倶楽部    

柴田 潤子 田園テニス倶楽部 中嶋 裕子 / 秋元 静子

9 新谷 順子 目黒テニスクラブ 63 , 75

加藤 操 ダブルライン 新谷 順子 / 加藤 操

10 bye    

bye 新谷 順子 / 加藤 操

11 bye 60 , 62

bye 日比 悦子 / 原 さとり

12 日比 悦子 明治神宮外苑テニスクラブ    

原 さとり 神宮外苑テニスクラブ 新谷 順子 / 加藤 操

13 川崎 会理子 田園テニスクラブ 60 , 6１

寺田 恵子 ビビット 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 36 , 64 , 7-4

森田 純子 明治神宮外苑テニスクラブ 今田 恵美 / 横田 恭子

15 bye 61 , 61

bye 今田 恵美 / 横田 恭子

16 今田 恵美 馬込テニスクラブ    A

横田 恭子 馬込テニスクラブ 中嶋 裕子 / 秋元 静子

17 4 斎藤 祐子 明治神宮外苑テニスクラブ 62 , 61

須藤 秀子 田園テニス倶楽部 斎藤 祐子 / 須藤 秀子

18 bye    

bye 斎藤 祐子 / 須藤 秀子

19 涌井 悦子 関町ローンテニスクラブ 63 , 75

佐藤 千尋 関町ローンテニスクラブ 茂木 桃子 / 大野 直美

20 茂木 桃子 光が丘TC 62 , 26 , 8-6

大野 直美 光が丘TC 斎藤 祐子 / 須藤 秀子

21 堀 万智子 軽井沢会 60 , 62

佐々木 順子 明治神宮外苑テニスクラブ 堀 万智子 / 佐々木 順子

22 bye    

bye 篠原 さえみ / 小林 裕子

23 bye 64 , 67(4) , 7-2

bye 篠原 さえみ / 小林 裕子

24 篠原 さえみ 武蔵野ローンテニスクラブ    

小林 裕子 武蔵野ローンテニスクラブ 斎藤 祐子 / 須藤 秀子

25 清水 えつ子 文京区テニス協会 61 , 63

橋上 玲子 関町ローン 清水 えつ子 / 橋上 玲子

26 bye    

bye 大原 典子 / 新谷 茂子

27 bye 61 , 63

bye 大原 典子 / 新谷 茂子

28 大原 典子 田園テニスクラブ    

新谷 茂子 田園テニスクラブ 伊藤 路子 / 小林 静子

29 濱本 智子 武蔵野ローンテニスクラブ 63 , 26 , 7-4

河田 順子 武蔵野ローンテニスクラブ 飯塚 圭子 / 植田 多美江

30 飯塚 圭子 明治神宮外苑ＴＣ 64 , 62

植田 多美江 オオトミ 伊藤 路子 / 小林 静子 F

31 bye 60 , 46 , 7-3 WINNER
bye 伊藤 路子 / 小林 静子 中嶋 裕子 / 秋元 静子 林 文子 / 古海 マスミ

32 伊藤 路子 双実テニスクラブ    林 文子 / 古海 マスミ 63 , 62

小林 静子 双実テニスクラブ
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33 町田 典子 目黒テニスクラブ

石飛 佳代子 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ 町田 典子 / 石飛 佳代子

34 bye    

bye 町田 典子 / 石飛 佳代子

35 坪内 和子 田園テニス倶楽部 62 , 63

阿部 静江 田園テニス倶楽部 坪内 和子 / 阿部 静江

36 平松 香子 明治神宮外苑テニスクラブ 62 , 63

西川 ゆみ 明治神宮外苑テニスクラブ 町田 典子 / 石飛 佳代子

37 星野 あや子 市ヶ尾テニスクラブ 62 , 60

橋本 綾子 フリー 星野 あや子 / 橋本 綾子

38 bye    

bye 大塩 さち子 / 井上 真美子

39 bye 46 , 63 , 7-2

bye 大塩 さち子 / 井上 真美子

40 大塩 さち子 明治神宮外苑テニスクラブ    

井上 真美子 明治神宮外苑テニスクラブ 太田 直子 / 宮田 明美

41 宝樹 澄江 田園テニスクラブ 67(4) , 62 , 7-2

上野 敦子 田園テニスクラブ 宝樹 澄江 / 上野 敦子

42 bye    

bye 宝樹 澄江 / 上野 敦子

43 bye 63 , 64

bye 岡本 洋子 / 岡野 文

44 岡本 洋子 明治神宮外苑テニスクラブ    

岡野 文 明治神宮外苑テニスクラブ 太田 直子 / 宮田 明美

45 大口 紀子 関町ローンテニスクラブ 61 , 61

鈴木 昭子 関町ローンテニスクラブ 大口 紀子 / 鈴木 昭子

46 笹原 美枝 田園テニスクラブ 67(5) , 62 , 9-7

鳴島 弘美 田園テニスクラブ 太田 直子 / 宮田 明美

47 bye 61 , 60

bye 太田 直子 / 宮田 明美

48 3 太田 直子 軽井沢会    B

宮田 明美 軽井沢会 林 文子 / 古海 マスミ

49 井上 まり 明治神宮外苑テニスクラブ 61 , 63

小林 かおる 横浜ガーデンテニスクラブ 井上 まり / 小林 かおる

50 bye    

bye 井上 まり / 小林 かおる

51 麻生 玲子 テニスの王子様 62 , 30 RET

山本 紀美子 ビビット 麻生 玲子 / 山本 紀美子

52 木本 夏美 軽井沢会 61 , 61

浅野 千里 JSSC 安藤 淑子 / 河野 保子

53 木村 久美子 明治神宮外苑テニスクラブ 62 , 63

高橋 和子 明治神宮外苑テニスクラブ 木村 久美子 / 高橋 和子

54 bye    

bye 安藤 淑子 / 河野 保子

55 bye 63 , 63

bye 安藤 淑子 / 河野 保子

56 安藤 淑子 田園テニスクラブ    

河野 保子 神崎テニスカレッジ 林 文子 / 古海 マスミ

57 飯沼 久美子 立川テニス倶楽部 60 , 75

中田 美衣子 立川テニス倶楽部 飯沼 久美子 / 中田 美衣子

58 bye    

bye 飯沼 久美子 / 中田 美衣子

59 bye 61 , 60

bye 岡田 博美 / 箕浦 泰子

60 岡田 博美 京王テニスクラブ    

箕浦 泰子 京王テニスクラブ 林 文子 / 古海 マスミ

61 亀井 千鶴子 田園テニス倶楽部 64 , 76(5)

天明 早苗 田園テニス倶楽部 亀井 千鶴子 / 天明 早苗

62 西江 かおる 馬込テニスクラブ 62 , 63

高村 かほる 馬込テニスクラブ 林 文子 / 古海 マスミ

63 bye 61 , 61

bye 林 文子 / 古海 マスミ

64 2 林 文子 カジヤテニスクラブ    

古海 マスミ エーデルテニスクラブ


