
Seed name 1R 2R 3R SF F

1 1 杉山 貴子 JITC

佐藤 千枝 テニスユナイテッド 杉山 貴子 / 佐藤 千枝

2 bye    

bye 杉山 貴子 / 佐藤 千枝

3 柳原 留美子 軽井沢会 62 , 61

山本 千華 軽井沢会 柳原 留美子 / 山本 千華

4 梅原 千佳子 田園テニス倶楽部 64 , 62

北澤 みゆき 杉並区テニス連盟 杉山 貴子 / 佐藤 千枝

5 細野 純子 テニスユナイテッド 60 , 61

岡村 桂 明治神宮外苑テニスクラブ 細野 純子 / 岡村 桂

6 bye    

bye 細野 純子 / 岡村 桂

7 bye 61 , 61

bye 中村 優貴子 / 大下 美千恵

8 中村 優貴子 フェアリーテニスフォーラム    

大下 美千恵 フリー 杉山 貴子 / 佐藤 千枝

9 楓 夏美 城郷クラブ 62 , 61

藤原 亜佐子 Team Maple 楓 夏美 / 藤原 亜佐子

10 bye    

bye 楓 夏美 / 藤原 亜佐子

11 bye 62 , 75

bye 笹田 陽子 / 土佐 優子

12 笹田 陽子 ウィンズTC    

土佐 優子 ウィンズTC 楓 夏美 / 藤原 亜佐子

13 日下部 明美 東宝調布テニスクラブ 63 , 63

福永 英子 東宝調布テニスクラブ 日下部 明美 / 福永 英子

14 bye    

bye 澤野 美央子 / 市川 哲美

15 bye 63 , 63

bye 澤野 美央子 / 市川 哲美

16 澤野 美央子 明治神宮外苑テニスクラブ    WINNER
市川 哲美 高松ローンテニスクラブ 杉山 貴子 / 佐藤 千枝

17 保智 清美 フリー 64 , 26 , 10-7

大橋 扶佐子 フリー 保智 清美 / 大橋 扶佐子

18 bye    

bye 三田 伸江 / 寺田 薫

19 bye 75 , 62

bye 三田 伸江 / 寺田 薫

20 三田 伸江 明治神宮外苑テニスクラブ    

寺田 薫 明治神宮外苑テニスクラブ 須崎 登美恵 / 岡野 有子

21 須藤 伸子 軽井沢会 60 , 61

奥畑 暢子 神崎 須藤 伸子 / 奥畑 暢子

22 bye    

bye 須崎 登美恵 / 岡野 有子

23 bye 62 , 60

bye 須崎 登美恵 / 岡野 有子

24 須崎 登美恵 駒沢ラケットクラブ    

岡野 有子 明治神宮外苑テニスクラブ 平沼 秋 / 岡部 智子

25 西澤 幸枝 軽井沢会 63 , 62

戸丸 瑞世 フリー 西澤 幸枝 / 戸丸 瑞世

26 bye    

bye 西澤 幸枝 / 戸丸 瑞世

27 bye 62 , 63

bye 下平 美緒子 / ニューライター 真理子

28 下平 美緒子 明治神宮外苑テニスクラブ    

ニューライター 真理子 明治神宮外苑テニスクラブ 平沼 秋 / 岡部 智子

29 田中 一美 明治神宮外苑テニスクラブ 61 , 60

池田 享江 明治神宮外苑テニスクラブ 西村 あかね / 西村 圭子

30 西村 あかね 関町ローンテニスクラブ 60 , 61

西村 圭子 関町ローンテニスクラブ 平沼 秋 / 岡部 智子

31 bye 76(3) , 61

bye 平沼 秋 / 岡部 智子

32 2 平沼 秋 横浜スポーツマンクラブ    

岡部 智子 サンランドロイヤルテニスクラブ

45才以上女子ダブルス
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