
Seed name 1R 2R 3R SF F

1 1 楠木 由里 軽井沢会

藤田 千里 田園テニス倶楽部 楠木 由里 / 藤田 千里

2 bye    

bye 楠木 由里 / 藤田 千里

3 西澤 美恵子 長野県シニアテニス連盟 63 , 65 RET

吉田 さよみ 長野県シニアテニス連盟 西澤 美恵子 / 吉田 さよみ

4 飯塚 圭子 明治神宮外苑テニスクラブ 26 , 75 , 10-8

増田 君代 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 楠木 由里 / 藤田 千里

5 藤田 絹子 岡山（twinkle） 62 , 75

田中 とも子 佐倉スポーレ 藤田 絹子 / 田中 とも子

6 阪下 保子 三荻野クラブ 67(5) , 63 , 10-8

金子 トミエ 北九州ウエストサイドT.C 藤田 絹子 / 田中 とも子

7 bye 76(3) , 62

bye 東 真理子 / 宮田 陽子

8 東 真理子 田園テニス倶楽部    

宮田 陽子 田園テニス倶楽部 鈴木 聡子 / 太田 真由美

9 鈴木 聡子 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 61 , 60

太田 真由美 横浜インターナショナルコミュニティ 鈴木 聡子 / 太田 真由美

10 bye    

bye 鈴木 聡子 / 太田 真由美

11 藤井 由紀子 関町ローンテニスクラブ 60 , 60

阪柳 由紀子 関町ローンテニスクラブ 藤井 由紀子 / 阪柳 由紀子

12 鳴島 弘美 田園テニス倶楽部 75 , 61

山上 よし枝 フリー 鈴木 聡子 / 太田 真由美

13 岡本 洋子 明治神宮外苑テニスクラブ 63 , 61

瀬川 みどり 明治神宮外苑テニスクラブ 渡邊 加代子 / 福山 節子

14 渡邊 加代子 森林ロングウッド 64 , 57 , 10-8

福山 節子 パザパ 安藤 淑子 / 新谷 茂子

15 bye W.O.

bye 安藤 淑子 / 新谷 茂子

16 安藤 淑子 田園テニス倶楽部    WINNER

新谷 茂子 田園テニス倶楽部 鈴木 聡子 / 太田 真由美

17 福田 美希子 あざみ野ローンTC 46 , 61 , 10-5

柿沼 幸子 TGレニックス 福田 美希子 / 柿沼 幸子

18 bye    

bye 福田 美希子 / 柿沼 幸子

19 徳田 章子 田園テニス倶楽部 61 , 60

阿部 静江 田園テニス倶楽部 徳田 章子 / 阿部 静江

20 砂川 佐知子 明治神宮外苑テニスクラブ 62 , 62

楠 陽子 フリー 福田 美希子 / 柿沼 幸子

21 秋本 典子 スマイル 60 , 61

遠藤 裕子 東宝調布テニスクラブ 秋本 典子 , 遠藤 裕子 

22 柳井 和恵 軽井沢会 W.O.

椎名 文美恵 軽井沢会 秋本 典子 , 遠藤 裕子

23 bye 62 , 26 , 12-10

bye 中村 光江 / 佐藤 清美

24 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 福田 美希子 / 柿沼 幸子

25 坪内 和子 田園テニス倶楽部 64 , 64

天明 早苗 田園テニス倶楽部 坪内 和子 / 天明 早苗

26 bye    

bye 林 文子 / 古海 マスミ

27 林 文子 カジヤテニスクラブ 60 , 60

古海 マスミ エーデルテニスクラブ 林 文子 / 古海 マスミ

28 木村 典子 わかばテニスクラブ 60 , 60

斉藤 なほみ わかばテニスクラブ 小林 静子 / 原島 笑子

29 木原 好子 関町ローンテニスクラブ 76(3) , 06 , 10-5

有馬 恵子 関町ローンテニスクラブ 小林 静子 / 原島 笑子

30 小林 静子 双実テニスクラブ W.O.

原島 笑子 金子テニスクラブ 小林 静子 / 原島 笑子

31 bye    60 , 26 , 10-6

bye 大塩 さち子 / 井上 真美子

32 2 大塩 さち子 明治神宮外苑テニスクラブ    

井上 真美子 明治神宮外苑テニスクラブ
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