
Seed name 1R 2R 3R SF F

1 1 平沼 秋 軽井沢会

岡部 智子 サンランドロイヤルテニスクラブ 平沼 秋 / 岡部 智子

2 bye    

bye 平沼 秋 / 岡部 智子

3 細野 純子 テニスユナイテッド 82

岡村 桂 明治神宮外苑テニスクラブ 細野 純子/岡村 桂

4 大坪 香 さくら 81

野崎 朝子 さくら 平沼 秋 / 岡部 智子

5 後藤 道子 調布テニスクラブ 64 , 62

島川 弘子 八王子アイビーテニスクラブ 吉田 知世/鈴木 由依

6 吉田 知世 明治神宮外苑テニスクラブ 84

鈴木 由依 フリー 吉田 知世/鈴木 由依

7 bye 86

bye 国嶋 ひとみ / 国嶋 澄子

8 国嶋 ひとみ ニコン    

国嶋 澄子 市ヶ尾テニスクラブ 神田 安希子 / 松井 小麦

9 高木 朋子 YSC 60 , 61

清家 麻理子 TAS 高木 朋子 / 清家 麻理子

10 bye    

bye 高木 朋子 / 清家 麻理子

11 杉山 貴子 JITC 80

冨田 明子 軽井沢会 杉山 貴子/冨田 明子

12 温井 香織 フリー W.O.

米持 理恵 フリー 神田 安希子 / 松井 小麦

13 寄兼 映子 フリー 63 , 60

森 直子 フリー 寄兼 映子/森 直子

14 三田 伸江 明治神宮外苑テニスクラブ 86

井上 眞理 明治神宮外苑テニスクラブ 神田 安希子 / 松井 小麦

15 bye W.O.

bye 神田 安希子 / 松井 小麦

16 神田 安希子 フリー    WINNER

松井 小麦 フリー 江代 純菜/池田 玲

17 森 夏子 東京ローンテニスクラブ 57 , 64 , 62

干場 由貴子 軽井沢会 森 夏子 / 干場 由貴子

18 bye    

bye 森 夏子 / 干場 由貴子

19 水野 成美 軽井沢会 86

岡田 貴美子 蝶宮会 増田 華代子/丹羽 貴子

20 増田 華代子 フリー  W.O.

丹羽 貴子 フリー 太田 紗苗 / 服部 香澄

21 阿部 雪 明治神宮外苑テニスクラブ W.O.

小川 佳織 軽井沢会 阿部 雪/小川 佳織

22 太田 ユリア 町田ローンテニスクラブ W.O.

佐藤 綾香 玉川学園中学部 太田 紗苗 / 服部 香澄

23 bye 82

bye 太田 紗苗 / 服部 香澄

24 太田 紗苗 軽井沢会    

服部 香澄 日本郵政グループ 江代 純菜/池田 玲

25 杉山 恵玲奈 国立スポーツ科学センター 76(4) , 76(2)

星野 真澄 KST 杉山 恵玲奈 / 星野 真澄

26 bye    

bye 杉山 恵玲奈 / 星野 真澄

27 深井 恵美 軽井沢会 82

今井 佐知 フリー 岡野 有子/須崎 登美恵

28 岡野 有子 明治神宮外苑テニスクラブ 84

須崎 登美恵 駒沢ラケットクラブ 江代 純菜/池田 玲

29 会田 恭子 明治神宮外苑テニスクラブ 60 , 60

吉村 亜矢 フリー 江代 純菜/池田 玲

30 江代 純菜 フリー 80

池田 玲 フリー 江代 純菜/池田 玲

31 bye 83

bye 有澤 悠里 / 後藤 叶恵

32 2 有澤 悠里 東京ローンテニスクラブ    

後藤 叶恵 三菱UFJ銀行
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