
Seed name 1R 2R 3R SF F

1 1 加藤 みどり 横浜スポーツマンクラブ

研野 香織 横浜スポーツマンクラブ 加藤 みどり / 研野 香織

2 bye    

bye 加藤 みどり / 研野 香織

3 柿木 佳枝 田園テニス倶楽部 60 , 63

谷村 百合 田園テニス倶楽部 柿木 佳枝 / 谷村 百合

4 牛島 晶子 関町ローンテニスクラブ 80

高橋 良江 フリー 加藤 みどり / 研野 香織

5 水野 直子 田園テニス倶楽部 61 , 61

中村 雅子 ウッドT.C 水野 直子 / 中村 雅子

6 bye    

bye 水野 直子 / 中村 雅子

7 bye 60 , 60

bye 小川 佳織 / 阿部 雪

8 小川 佳織 軽井沢会    

阿部 雪 明治神宮外苑テニスクラブ 杉山 貴子 / 佐藤 千枝

9 3～4 杉山 貴子 JITC 75 , 26 , 63

佐藤 千枝 テニスユナイテッド 杉山 貴子 / 佐藤 千枝

10 bye    

bye 杉山 貴子 / 佐藤 千枝

11 bye 61 , 61

bye 水野 成美 / 岡田 貴美子

12 水野 成美 軽井沢会    

岡田 貴美子 蝶宮会 杉山 貴子 / 佐藤 千枝

13 西村 あかね 関町ローンテニスクラブ 61 , 62

西村 圭子 関町ローンテニスクラブ 西村 あかね / 西村 圭子

14 bye    

bye 須崎 登美恵 / 岡野 有子

15 bye 63 , 36 , 10-5

bye 須崎 登美恵 / 岡野 有子

16 須崎 登美恵 駒沢ラケットクラブ    WINNER
岡野 有子 明治神宮外苑テニスクラブ 杉山 貴子 / 佐藤 千枝

17 平野 かおる 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 62 , 64

荒木 雅恵 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 平野 かおる / 荒木 雅恵

18 bye    

bye 市川 哲美 / 澤野 美央子

19 bye W.O.

bye 市川 哲美 / 澤野 美央子

20 市川 哲美 高松ローンテニスクラブ    

澤野 美央子 明治神宮外苑テニスクラブ 市川 哲美 / 澤野 美央子

21 キャロル ニャン フリー 63 , 16 , 10-8

吉野 克美 フリー 日下部 明美 / 阿津地 慶子

22 日下部 明美 東宝調布 82

阿津地 慶子 京王テニスクラブ 髙橋 美枝 / 廣岡 方美

23 bye 63 , 60

bye 髙橋 美枝 / 廣岡 方美

24 3～4 髙橋 美枝 関町ローンテニスクラブ    

廣岡 方美 関町ローンテニスクラブ 長島 恵理子 / 椎津 育子

25 薮野 容子 ごいち会 61 , 60

鶴井 直美 多田ハイグリーンテニスクラブ 薮野 容子 / 鶴井 直美

26 bye    

bye 薮野 容子 / 鶴井 直美

27 bye 46 , 63 , 10-4

bye 岡村 桂 / 細野 純子

28 岡村 桂 明治神宮外苑テニスクラブ    

細野 純子 テニスユナイテッド 長島 恵理子 / 椎津 育子

29 篠原 希子 東宝調布テニスクラブ 60 , 60

難波 明子 町田ローンテニスクラブ 海野 芳江 / ピーターソン ハイディ

30 海野 芳江 豊島区テニス連盟 80

ピーターソン ハイディ エリス 長島 恵理子 / 椎津 育子

31 bye 60 , 63

bye 長島 恵理子 / 椎津 育子

32 2 長島 恵理子 明治神宮外苑テニスクラブ    

椎津 育子 神戸ユニバーテニスクラブ
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