
Seed name 1R 2R 3R SF F

1 1 中村 光江 ルネサンス鷹之台テニスクラブ

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

2 bye    

bye 中村 光江 / 佐藤 清美

3 西村 マリ江 軽井沢会 63 , 75

宮崎 雅子 アプリコット 西村 マリ江 / 宮崎 雅子

4 藤井 由紀子 関町ローンテニスクラブ 26 , 64 , 10-8

阪柳 由紀子 関町ローンテニスクラブ 中村 光江 / 佐藤 清美

5 近藤 つな子 軽井沢会 83

福場 光子 関町ローンテニスクラブ 近藤 つな子 / 福場 光子

6 bye    

bye 沢畠 みえ子 / 磯崎 千代子

7 bye W.O.

bye 沢畠 みえ子 / 磯崎 千代子

8 沢畠 みえ子 ミセスY・C    

磯崎 千代子 フレッシG 山﨑 夢路 / 町田 松江

9 山﨑 夢路 総武グリーンテニスクラブ 61 , 64

町田 松江 明治神宮外苑テニスクラブ 山﨑 夢路 / 町田 松江

10 bye    

bye 山﨑 夢路 / 町田 松江

11 bye 60 , 62

bye 坪内 和子 / 阿部 静江

12 坪内 和子 田園テニス倶楽部    

阿部 静江 田園テニス倶楽部 山﨑 夢路 / 町田 松江

13 梅原 眞紀子 浦和エース 85

福原 和子 浦和エース 梅原 眞紀子 / 福原 和子

14 bye    

bye 西澤 美恵子 / 宮下 登志子

15 bye 76(5) , 62

bye 西澤 美恵子 / 宮下 登志子

16 西澤 美恵子 AGH    WINNER
宮下 登志子 松本テニス協会 山﨑 夢路 / 町田 松江

17 大越 雅子 フリー 61 , 62

冨田 明子 軽井沢会 大越 雅子 / 冨田 明子

18 bye    

bye 神山 静枝 / 東 真理子

19 bye 60 , 60

bye 神山 静枝 / 東 真理子

20 神山 静枝 田園テニス倶楽部    

東 真理子 田園テニス倶楽部 神山 静枝 / 東 真理子

21 星野 あや子 市ヶ尾テニスクラブ 85

福士 愛子 JSTA 星野 あや子 / 福士 愛子

22 柳井 和恵 大森テニスクラブ W.O

椎名 文美恵 大森テニスクラブ 岡本 トモ子 / 久保田 素子

23 bye 62 , 62

bye 岡本 トモ子 / 久保田 素子

24 岡本 トモ子 明治神宮外苑テニスクラブ    

久保田 素子 明治神宮外苑テニスクラブ 楠木 由里 / 藤田 千里

25 川﨑 美和子 軽井沢会 63 , 16 , 10-3

砂川 佐知子 明治神宮外苑テニスクラブ 川﨑 美和子 / 砂川 佐知子

26 bye    

bye 小林 裕子/河田 順子

27 bye 64 , 06 , 10-8

bye 小林 裕子/河田 順子

28 小林 裕子 武蔵野ローンテニスクラブ    

河田 順子 武蔵野ローンテニスクラブ 楠木 由里 / 藤田 千里

29 大塩 さち子 明治神宮外苑テニスクラブ 85

井上 真美子 明治神宮外苑テニスクラブ 大塩 さち子 / 井上 真美子

30 篠原 さえみ 武蔵野ローンテニスクラブ 75 , 62

丹尾 雪江 武蔵野ローンテニスクラブ 楠木 由里 / 藤田 千里

31 bye 75 , 26 , 11-9

bye 楠木 由里 / 藤田 千里

32 2 楠木 由里 百合ヶ丘ファミリー    

藤田 千里 田園テニス倶楽部
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