
Seed name 1R 2R 3R SF F

1 1 楠原 淳子 鎌倉ローンテニス倶楽部

加藤 裕子 横浜ガーデン 楠原 淳子 / 加藤 裕子

2 bye    

bye 楠原 淳子 / 加藤 裕子

3 小林 静子 双実テニスクラブ 61 , 61

原島 笑子 金子テニスクラブ 斎藤 祐子 / 須藤 秀子

4 斎藤 祐子 明治神宮外苑テニスクラブ 85

須藤 秀子 田園テニス倶楽部 楠原 淳子 / 加藤 裕子

5 加藤 裕子 MTG関町テニススクール 46 , 62 , 10-5

福富 よし子 西東京市硬式テニス協会 加藤 裕子 / 福富 よし子

6 bye    

bye 飯沼 久美子 / 中田 美衣子

7 bye 61 , 64

bye 飯沼 久美子 / 中田 美衣子

8 飯沼 久美子 立川テニス倶楽部    

中田 美衣子 立川テニス倶楽部 楠原 淳子 / 加藤 裕子

9 3～4 高橋 浩美 武蔵野ローンテニスクラブ 62 , 61

紅野 泰子 武蔵野ローンテニスクラブ 高橋 浩美 / 紅野 泰子

10 bye    

bye 高橋 浩美 / 紅野 泰子

11 豊田 由美子 パザパ 60 , 67(5) , 12-10

宇賀神 美恵 パザパ 豊田 由美子 / 宇賀神 美恵

12 道本 五月 明治神宮外苑テニスクラブ 82

浦野 忍 明治神宮外苑テニスクラブ 大薮 宜子 / 若林 みゆき

13 田中 一美 明治神宮外苑テニスクラブ 61 , 61

岩江 みどり 軽井沢会 安藤 さとみ / 山川 かおり

14 安藤 さとみ あざみ野ローン 83

山川 かおり 城陽ローン 大薮 宜子 / 若林 みゆき

15 bye 76(9) , 26 , 10-8

bye 大薮 宜子 / 若林 みゆき

16 大薮 宜子 関町ローンテニスクラブ    WINNER
若林 みゆき 関町ローンテニスクラブ 楠原 淳子 / 加藤 裕子

17 外村 公子 武蔵野ローンテニスクラブ 62 , 62

野崎 優子 目黒テニスクラブ 外村 公子 / 野崎 優子

18 bye    

bye 前川 智子 / 亀井 千鶴子

19 茂木 桃子 光が丘TC 46 , 76(4) , 10-8

大野 直美 光が丘TC 前川 智子 / 亀井 千鶴子

20 前川 智子 田園テニス倶楽部 83

亀井 千鶴子 田園テニス倶楽部 伊藤 えり子 / 児玉 純子

21 河野 栄実子 明治神宮外苑テニスクラブ 64 , 64

矢嶋 のり子 明治神宮外苑テニスクラブ 高橋 知子 / 西尾 よし子

22 高橋 知子 パザパ 87(6)

西尾 よし子 パザパ 伊藤 えり子 / 児玉 純子

23 bye 63 , 60

bye 伊藤 えり子 / 児玉 純子

24 3～4 伊藤 えり子 東京ローンテニスクラブ    

児玉 純子 JITC 伊藤 えり子 / 児玉 純子

25 髙橋 利子 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ 76(3) , 16 , 62

堀江 陽子 モアーズ 髙橋 利子 / 堀江 陽子

26 bye    

bye 髙橋 利子 / 堀江 陽子

27 吉田 ともえ 軽井沢会 61 , 46 , 10-8

加藤木 史江 高松ローンテニスクラブ 古藤 まり / 森永 郁子

28 古藤 まり サントピアテニスクラブ 97

森永 郁子 立野ローンテニスクラブ 髙橋 利子 / 堀江 陽子

29 中川 典子 双実テニスクラブ 75 , 61

杉田 深雪 双実テニスクラブ 中川 典子 / 杉田 深雪

30 須藤 伸子 軽井沢会 82

東 美花 明治神宮外苑テニスクラブ 中川 典子 / 杉田 深雪

31 bye 62 , 63

bye 山内 雅代 / 長井 幸子

32 2 山内 雅代 あざみ野ローンテニスクラブ    

長井 幸子 あざみ野ローンテニスクラブ
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