
Seed name 1R 2R 3R SF F

1 1 高橋 恵子 佐倉スポーレテニスクラブ

田中 とも子 佐倉スポーレテニスクラブ 高橋 恵子 / 田中 とも子

2 bye    

bye 高橋 恵子 / 田中 とも子

3 吉冨 京子 武蔵野ローンテニスクラブ 76(5) , 46 , 10-6

原 さとり 明治神宮外苑テニスクラブ 小林 静子 / 原島 笑子

4 小林 静子 双実テニスクラブ 62 ,62

原島 笑子 金子テニスクラブ 高橋 恵子 / 田中 とも子

5 小林 敬子 田柄テニスクラブ 62 , 63

井野田 二三子 三井住友海上火災保険 小林 敬子 / 井野田 二三子

6 bye    

bye 川上 多嘉子 / 大口 紀子

7 bye W.O

bye 川上 多嘉子 / 大口 紀子

8 川上 多嘉子 関町ローンテニスクラブ    

大口 紀子 関町ローンテニスクラブ 太田 直子 / 宮田 明美

9 3～4 太田 直子 軽井沢会 64 , 75

宮田 明美 軽井沢会 太田 直子 / 宮田 明美

10 bye    

bye 太田 直子 / 宮田 明美

11 道本 五月 明治神宮外苑テニスクラブ 63 , 60

浦野 忍 明治神宮外苑テニスクラブ 道本 五月 / 浦野 忍

12 鳴島 弘美 田園テニス倶楽部 64 , 62

山上 よし枝 国分寺ライラック 太田 直子 / 宮田 明美

13 岡田 博美 京王テニスクラブ 62 , 63

井関 久美子 京王テニスクラブ 岡田 博美 / 井関 久美子

14 今田 恵美 馬込テニスクラブ 63 , 75

横田 恭子 馬込テニスクラブ 斎藤 祐子 / 須藤 秀子

15 bye 61 , 63

bye 斎藤 祐子 / 須藤 秀子

16 斎藤 祐子 明治神宮外苑テニスクラブ    WINNER

須藤 秀子 田園テニス倶楽部 太田 直子 / 宮田 明美

17 徳田 章子 田園テニス倶楽部 46 , 61 , 10-3

岡戸 絹枝 田園テニス倶楽部 徳田 章子 / 岡戸 絹枝

18 bye    

bye 徳田 章子 / 岡戸 絹枝

19 茂木 桃子 光が丘テニスクラブ 76(5) , 36 , 10-6

大野 直美 光が丘テニスクラブ 茂木 桃子 / 大野 直美

20 加賀美 千賀子 明治神宮外苑テニスクラブ 62 , 62

天野 宣子 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 福田 美希子 / 菅原 敦子

21 西川 ゆみ 明治神宮外苑テニスクラブ 63 , 62

平松 香子 明治神宮外苑テニスクラブ 西川 ゆみ / 平松 香子

22 佐藤 千尋 関町ローンテニスクラブ 63 , 63

森田 淳子 関町ローンテニスクラブ 福田 美希子 / 菅原 敦子

23 bye 60 , 62

bye 福田 美希子 / 菅原 敦子

24 3～4 福田 美希子 あざみ野ローンテニスクラブ    

菅原 敦子 あざみ野ローンテニスクラブ 加藤 操 / 住山 いづみ

25 小宮 里美 諏訪テニス協会 16 , 62 , 10-2

湯浅 敦子 諏訪テニス協会 小宮 里美 / 湯浅 敦子

26 bye    

bye 加藤 操 / 住山 いづみ

27 岡本 洋子 明治神宮外苑テニスクラブ 75 , 76(1)

瀬川 みどり 明治神宮外苑テニスクラブ 加藤 操 / 住山 いづみ

28 加藤 操 国立競技場テニス場 60 , 60

住山 いづみ 国立霞ヶ丘テニス場 加藤 操 / 住山 いづみ

29 渡邊 加代子 森林ロングウッド 63 , 60

福山 節子 パザパ 渡邊 加代子 / 福山 節子

30 木原 好子 関町ローンテニスクラブ 36 , 60 , 10-4

有馬 恵子 関町ローンテニスクラブ 井上 真理 / 石丸 教子

31 bye 63 , 64

bye 井上 真理 / 石丸 教子

32 2 井上 真理 明治神宮外苑テニスクラブ    

石丸 教子 明治神宮外苑テニスクラブ
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