
Seed name 1R 2R 3R SF F

1 1 町田 松江 明治神宮外苑テニスクラブ

矢野 武子 K7 町田 松江 / 矢野 武子

2 bye    

bye 中村 光江/佐藤 清美

3 中村 光江 ルネサンス鷹之台テニスクラブ 62 , 64

佐藤 清美 ルネサンス鷹之台テニスクラブ 中村 光江/佐藤 清美

4 武内 香恵 軽井沢会 60 , 61

鴻巣 みや子 明治神宮テニスクラブ 中村 光江/佐藤 清美

5 佐々木 真澄 国立市テニス連盟 W.O

岩城 清子 国立霞ヶ丘 佐々木 真澄 / 岩城 清子

6 bye    

bye 柳井 和恵 / 河原 孝子

7 bye 63 , 46 , 10-8

bye 柳井 和恵 / 河原 孝子

8 柳井 和恵 軽井沢会・大森TC    

河原 孝子 北九州ウエストサイドテニスクラブ 鈴木 三枝/豊泉 礼子

9 那須 妙子 田園テニス倶楽部 60 , 64

後藤 瑠美子 田園テニス倶楽部 那須 妙子 / 後藤 瑠美子

10 bye    

bye 柴原 文恵/小松 利恵子

11 柴原 文恵 成蹊テニス会 61 , 61

小松 利恵子 明治神宮外苑テニスクラブ 柴原 文恵/小松 利恵子

12 近藤 つな子 軽井沢会 75 , 76(3)

福場 光子 関町ローンテニスクラブ 鈴木 三枝/豊泉 礼子

13 石井 朋子 百合ヶ丘ファミリーテニスクラブ 64 , 75

川地 淳子 東京ローンテニスクラブ 鈴木 三枝/豊泉 礼子

14 鈴木 三枝 田園テニスクラブ 61 , 61

豊泉 礼子 田園テニスクラブ 鈴木 三枝/豊泉 礼子

15 bye W.O

bye 沢畠 みえ子 / 高野 勝江

16 沢畠 みえ子 ミセスY・C    WINNER
高野 勝江 取手市民硬式テニスクラブ 鈴木 三枝/豊泉 礼子

17 宝樹 澄江 田園テニスクラブ 63 , 62

高野 かずみ 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ 宝樹 澄江 / 高野 かずみ

18 bye    

bye 楠木 由里/藤田 千里

19 梅原 眞紀子 浦和エース 61 , 61

福原 和子 浦和エース 楠木 由里/藤田 千里

20 楠木 由里 百合ケ丘ファミリーテニスクラブ 76(8) , 76(1)

藤田 千里 田園テニスクラブ 楠木 由里/藤田 千里

21 岡本 トモ子 明治神宮外苑テニスクラブ 61 , 64

久保田 素子 明治神宮外苑テニスクラブ 岡本 トモ子/久保田 素子

22 福本 晴子 田園TC 63 , 64

井上 眞知子 田園テニスクラブ 岡本 トモ子/久保田 素子

23 bye 60 , 60

bye 土屋 咲子 / 永野 恵子

24 土屋 咲子 軽井沢会    

永野 恵子 軽井沢会 楠木 由里/藤田 千里

25 西澤 美恵子 佐久テニスクラブ 62 , 63

宮下 登志子 松本テニス協会 西澤 美恵子 / 宮下 登志子

26 bye    

bye 西澤 美恵子 / 宮下 登志子

27 bye 61 , 60

bye 栗林 禮子 / 篠原 輝子

28 栗林 禮子 田園テニス倶楽部    

篠原 輝子 田園テニス倶楽部 西澤 美恵子 / 宮下 登志子

29 中尾 よし乃 明治神宮外苑テニスクラブ 75 , 61

山口 和子 明治神宮外苑テニスクラブ 庵原 万里子/大竹 純子

30 庵原 万里子 関町ローンT.C 61 , 75

大竹 純子 関町ローンTC 山田 たみを / 神山 静枝

31 bye 64 , 62

bye 山田 たみを / 神山 静枝

32 2 山田 たみを 田園テニスクラブ    

神山 静枝 田園テニスクラブ
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