
Seed name 1R 2R 3R SF F

1 1 楠原 淳子 鎌倉ローンテニスクラブ

小山 洋子 湘南ローンテニスクラブ 楠原 淳子 / 小山 洋子

2 bye    

bye 楠原 淳子 / 小山 洋子

3 山田 千代子 双実テニスクラブ 60 , 62

若杉 克代 双実テニスクラブ 山田 千代子/若杉 克代

4 猪爪 櫻子 あたごテニスクラブ 36 , 64 , 10-7

森永 郁子 立野ローンテニスクラブ 楠原 淳子 / 小山 洋子

5 星 康子 テニスプロジェクト 61 , 61

伊沢 真希 富士見台テニスクラブ 星 康子 / 伊沢 真希

6 bye    

bye 星 康子 / 伊沢 真希

7 bye 62 , 62

bye 福山 博子 / 平岡 博子

8 福山 博子 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ    

平岡 博子 高井戸ダイヤモンド 楠原 淳子 / 小山 洋子

9 高橋 美枝 関町ローンテニスクラブ 62 , 63

廣岡 方美 関町ローンテニスクラブ 高橋 美枝 / 廣岡 方美

10 bye    

bye 高橋 美枝 / 廣岡 方美

11 bye 60 , 60

bye 平野 かおる / 荒木 雅恵

12 平野 かおる 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ    

荒木 雅恵 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 高橋 美枝 / 廣岡 方美

13 田中 麻起子 軽井沢会 60 , 60

野波 直子 軽井沢会 田中 麻起子 / 野波 直子

14 bye    

bye 原田 由紀子 / 金子 敏世

15 bye 60 , 61

bye 原田 由紀子 / 金子 敏世

16 原田 由紀子 SPTC    WINNER
金子 敏世 日本郵政 楠原 淳子 / 小山 洋子

17 豊田 由美子 パザパ 61 , 76(6)

宇賀神 美恵 パザパ 豊田 由美子 / 宇賀神 美恵

18 bye    

bye 大原 典子 / 武田 直美

19 bye 60 , 63

bye 大原 典子 / 武田 直美

20 大原 典子 田園テニスクラブ    

武田 直美 田園テニスクラブ 澤野 美央子 / 市川 哲美

21 水野 成美 軽井沢会 63 , 62

岡田 貴美子 蝶宮会 水野 成美 / 岡田 貴美子

22 bye    

bye 澤野 美央子 / 市川 哲美

23 bye 62 , 61

bye 澤野 美央子 / 市川 哲美

24 澤野 美央子 明治神宮外苑テニスクラブ    

市川 哲美 高松ローンテニスクラブ 水野 直子 / 高杉 真澄

25 水野 直子 田園テニス倶楽部 63 , 63

高杉 真澄 ゴールドベル 水野 直子 / 高杉 真澄

26 bye    

bye 水野 直子 / 高杉 真澄

27 bye 61 , 60

bye 三田 伸江 / 田中 一美

28 三田 伸江 明治神宮外苑テニスクラブ    

田中 一美 明治神宮外苑テニスクラブ 水野 直子 / 高杉 真澄

29 高橋 知子 パザパ 64 , 46 , 10-6

西尾 よし子 パザパ 高橋 知子 / 西尾 よし子

30 bye    

bye 柿木 佳枝 / 谷村 百合

31 bye 61 , 61

bye 柿木 佳枝 / 谷村 百合

32 2 柿木 佳枝 田園テニスクラブ    

谷村 百合 あざみ野ローンTC
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