
1R 2R 3R QF SF

Seed

L0018884 境 真由美 横浜スポーツマンクラブ 境 真由美 境 真由美 F 本郷 美智子

L0002296 森山 郁野 ＳＰＴＣ 森山 郁野 森山 郁野 薮本 敬子

bye 境 真由美 本郷 美智子 62 61

bye 森山 郁野 薮本 敬子

L0011905 安井 多津子 富士見台TC 渡辺 永海 64 60

L0019895 志賀 光江 江戸川区 河野 保子

L0000086 渡辺 永海 東急あざみ野テニスガーデンTC W.O 境 真由美

L0002849 河野 保子 東宝調布テニスクラブ 森山 郁野

L0008713 鈴木 三恵子 テニスハレ大宮 鈴木 三恵子 60 61

L0007326 冨永 純子 テニスハレ大宮 冨永 純子

bye 鈴木 三恵子

bye 冨永 純子

bye 高木 厚子 W.O

bye 田中 洋子

L0003828 高木 厚子 ライジング 境 真由美

L0000355 田中 洋子 札幌テニス協会 森山 郁野

L0006132 ⾧崎 慶子 ウイッシュ 長崎 慶子

L0006392 岡 美和子 若林テニスクラブ 岡 美和子

bye 長崎 慶子

bye 岡 美和子

bye 大川 美小江 63 63

bye 佐藤 千寿子

L0008472 大川 美小江 ＴＡＩ Ｔennis School 長崎 慶子

L0007579 佐藤 千寿子 富士見台テニスクラブ 岡 美和子

L0008174 斉藤 悦子 遊友族 斉藤 悦子

L0019404 橋戸 信代 ウインブル丼 橋戸 信代

bye 斉藤 悦子

bye 橋戸 信代

bye 谷中 敬子 26 63 10-7

bye 工藤 桂子

L0007133 谷中 敬子 甲子園Ｔ．Ｃ 境 真由美

L0000065 工藤 桂子 水戸グリーンテニスクラブ 森山 郁野

L0000077 八橋 ふみ子 ラブインドアT.C 八橋 ふみ子 60 62

L0001209 横堀 晶子 セントマリアホスピタルテニスクラブ 横堀 晶子

bye 加藤 千枝子

bye 鈴木 聡子

L0020009 加藤 千枝子 メランジュ 加藤 千枝子 W.O

L0019276 鈴木 聡子 鎌倉宮カントリーTC 鈴木 聡子

L0003225 田中 久子 保谷ロイヤルテニスクラブ 76(1) 63 髙橋 芳子

L0006487 安藤 康子 ＴＥＡＭ ＪＡＮＮＵ 佐伯 礼子

L0010035 内田 まさ恵 ナイスボレー 内田 まさ恵 75 75

L0008738 佐藤 美知子 ナイスボレー 佐藤 美知子

bye 髙橋 芳子

bye 佐伯 礼子

bye 髙橋 芳子 60 63

bye 佐伯 礼子

L0009983 髙橋 芳子 総武グリーンテニスクラブ 森 秀子

L0005741 佐伯 礼子 横浜スポーツマンクラブ 芦谷 貴子

L0003024 坂田 三真子 TEAM JANNU 坂田 三真子 64 63

L0001576 嶋津 エリコ 立川テニスクラブ 嶋津 エリコ

bye 森 秀子

bye 芦谷 貴子

bye 森 秀子 64 57 10-4

bye 芦谷 貴子

L0007910 森 秀子 荏原SSC 森 秀子

L0011534 芦谷 貴子 足柄ローンTC 芦谷 貴子

L0005304 茂呂 紀子 国立スポーツ科学センター 茂呂 紀子 62 75

L0008031 高橋 弘代 武蔵野市テニス連盟 高橋 弘代

L0019215 古郡 宣子 東京グリーンテニスクラブ 64 26 10-2 茂呂 紀子

L0019945 飯倉 安輝子 東京グリーンテニスクラブ 高橋 弘代

bye 山下 美智恵 W.O

bye 山崎 文子

L0007322 山下 美智恵 横浜ガーデンテニスクラブ
L0000439 山崎 文子 ライジング

63 36 10-6
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L0003938 中井 佳代子 和歌山グリーンテニスクラブ 中井 佳代子

L0012244 日野原 暁美 ファミリーテニスクラブ 日野原 暁美

bye 田中 節子

bye 黛 芳子

L0005695 田中 美知子 ウッドテニス 田中 節子 W.O

L0019585 東 紀代美 あざみ野ローンテニスクラブ 黛 芳子

L0012726 田中 節子 おおむらさき 76(2) 62 田中 節子

L0019257 黛 芳子 深谷テニス 黛 芳子

L0008562 竹内 みどり TEAM JANNU 竹内 みどり

L0011873 石橋 令子 ウィッシュ 石橋 令子

bye 福田 美希子

bye 横山 美恵子

bye 福田 美希子 64 60

bye 横山 美恵子

L0010558 福田 美希子 あざみ野ローンTC 榎木 敏子

L0004398 横山 美恵子 あさきTC 今井 しのぶ

L0006865 小林 泰子 横浜スポーツマンクラブ. 小林 泰子 63 62

L0010911 田代 美知子 横浜スポーツマンクラブ 田代 美知子

bye 小林 泰子

bye 田代 美知子

bye 高林 周子 61 63

bye 秋山 幸子

L0008552 高林 周子 ウイッシュ 榎木 敏子

L0007054 秋山 幸子 ＴＥＡＭ ＪＡＮＮＵ 今井 しのぶ

L0004221 米岡 喜代美 KPI 米岡 喜代美 63 64

L0012727 山本 博子 サンランドロイヤルテニスクラブ 山本 博子

L0000318 田中 孝子 あたごテニスクラブ W.O 榎木 敏子

L0000314 荘 昌子 楠クラブ 今井 しのぶ

bye 榎木 敏子 61 62

bye 今井 しのぶ

L0005057 榎木 敏子 富士見台テニスクラブ 本郷 美智子

L0001495 今井 しのぶ 富士見台テニスクラブ 薮本 敬子

L0009374 本郷 美智子 東宝調布テニスクラブ 本郷 美智子 64 62

L0010341 薮本 敬子 テニスプロジェクト 薮本 敬子

bye 本郷 美智子

bye 薮本 敬子

bye 立原 友子 60 60

bye 田村 裕子

L0009836 立原 友子 Y.S.C. 本郷 美智子

L0009791 田村 裕子 鎌倉宮カントリーT.C 薮本 敬子

L0018669 高木 美江子 さわやかテニス 高木 美江子 61 62

L0007168 新井 綾子 小川硬式テニスクラブ 新井 綾子

bye 木下 久美子

bye 有井 宏美

bye 木下 久美子 46 60 10-6

bye 有井 宏美

L0006906 木下 久美子 保谷ロイヤルT.C 本郷 美智子

L0007409 有井 宏美 田柄T.C 薮本 敬子

L0012582 田中 和子 日高市テニス協会 田中 和子

L0012581 金丸 君子 リバーサイドＴ．Ｃ 金丸 君子

bye 田中 和子

bye 金丸 君子

bye 山谷 典子 60 64

bye 杉山 豊子

L0001943 山谷 典子 ジョイフルアスレティッククラブ 兵頭 正子

L0002767 杉山 豊子 寒川ローンテニスクラブ 氏家 真沙子

L0008750 島村 小浪 キャッツアイ 須藤 愛子 62 62

L0018814 栗原 光子 リトルプリンス 岡田 清子

L0019713 須藤 愛子 横浜スポーツマンクラブ 75 60 兵頭 正子

L0002915 岡田 清子 東宝調布テニスクラブ 氏家 真沙子

bye 兵頭 正子 61 61

bye 氏家 真沙子

L0008184 兵頭 正子 東急あざみ野テニスガーデンTC

L0003535 氏家 真沙子 相模原グリーンテニスクラブ
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