
Seed name 1R 2R 3R SF F

1 1 市川 有紗 オーチャードグリーンテニス・フットサルクラブ

内田 彩香 オーチャードグリーンテニス・フットサルクラブ 市川 有紗 / 内田 彩香

2 bye    

bye 市川 有紗 / 内田 彩香

3 増岡 玲奈 フリー 80

奥田 絵美 フリー 岡村 桂 / 細野 純子

4 岡村 桂 明治神宮外苑テニスクラブ 80

細野 純子 テニスユナイテッド 市川 有紗 / 内田 彩香

5 阿部 雪 明治神宮外苑テニスクラブ 63 , 64

小川 佳織 軽井沢会 阿部 雪 / 小川 佳織

6 中島 多美子 スポーツゾーンジップテニスアリーナ 98(4)

八木 佳子 フリー 峯村 有佳子 / 峯村 瑠梨子

7 山下 任美 ＪＩＴＣ 82

相澤 華子 MUTB 峯村 有佳子 / 峯村 瑠梨子

8 峯村 有佳子 スナイパーズ W.O.

峯村 瑠梨子 スナイパーズ 市川 有紗 / 内田 彩香

9 3～4 木次 桜 金曜会 46 , 63 , 61

寺内 純子 金曜会 木次 桜 / 寺内 純子

10 bye    

bye 木次 桜 / 寺内 純子

11 鈴木 理沙 Team pink 83

瀬戸 志津香 Team pink 廣田 陽子 / 渡辺 恵子

12 廣田 陽子 東京ローンテニスクラブ W.O.

渡辺 恵子 東京ローンテニスクラブ 有澤 悠里 / 後藤 叶恵

13 水野 成美 軽井沢会 62 , 64

太田 久子 軽井沢会 杉山 恵玲奈 / 星野 真澄

14 杉山 恵玲奈 国立スポーツ科学センター W.O.

星野 真澄 KST 有澤 悠里 / 後藤 叶恵

15 bye 83

bye 有澤 悠里 / 後藤 叶恵

16 有澤 悠里 フリー    WINNER

後藤 叶恵 フリー 中村 香澄 / 吉岡 舞

17 児玉 夏子 東京ローンテニスクラブ 60 , 62

野波 由貴子 軽井沢会 児玉 夏子 / 野波 由貴子

18 bye    

bye 児玉 夏子 / 野波 由貴子

19 寄兼 映子 フリー 81

森 直子 フリー 神保 美保子 / 乙部 瑞代

20 神保 美保子 金曜会 80

乙部 瑞代 金曜会 中村 香澄 / 吉岡 舞

21 倉掛 順子 金曜会 64 , 63

高木 朋子 YSC 倉掛 順子 / 高木 朋子

22 西澤 幸枝 軽井沢会 82

会田 恭子 明治神宮外苑テニスクラブ 中村 香澄 / 吉岡 舞

23 bye 83

bye 中村 香澄 / 吉岡 舞

24 3～4 中村 香澄 日本郵政グループ    

吉岡 舞 キャノン 中村 香澄 / 吉岡 舞

25 太田 紗苗 軽井沢会 61 , 60

太田 果枝 軽井沢会

26 田中 祐子 フリー Not Played

田中 菜穂子 フリー 若林 直美 / 吉田 知世

27 杉山 貴子 JITC W.O.

冨田 明子 軽井沢会 若林 直美 / 吉田 知世

28 若林 直美 マキシマムスポーツマインド 98(2)

吉田 知世 明治神宮外苑テニスクラブ 平沼 秋 / 岡部 智子

29 須崎 登美恵 駒沢ラケットクラブ 62 , 62

岡野 有子 明治神宮外苑テニスクラブ 須崎 登美恵 / 岡野 有子

30 増田 華代子 フリー 82

丹羽 貴子 フリー 平沼 秋 / 岡部 智子

31 bye 82

bye 平沼 秋 / 岡部 智子

32 2 平沼 秋 軽井沢会    

岡部 智子 YSC
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