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L0007052 高田 恵子 レインボーTS彩都 高田 恵子

L0004454 明比 敬子 ガーデングリーンテニスクラブ 明比 敬子

bye 萩生田 亜友美

bye 佐々木 昇子

L0010627 萩生田 亜友美 相模原グリーンテニスクラブ 萩生田 亜友美 W.O

L0010748 佐々木 昇子 相模原グリーンテニスクラブ 佐々木 昇子

L0019991 阿部 美樹 あざみ野ローンテニスクラブ 26 62 10-6 雨川 あふみ

L0019995 小倉 光子 GODAI港北 山川 恵

L0011441 大薮 宜子 関町ローンTC 大薮 宜子 62 76(9)

L0011124 若林 みゆき 関町ローンテニスクラブ 若林 みゆき

L0012425 篠原 希子 東宝調布テニスクラブ W.O 雨川 あふみ

L0012628 浅田 保子 ヤナギ 山川 恵

L0003667 平井 洋子 若林テニスクラブ 雨川 あふみ 62 62

L0018913 冨山 達子 ひめっこくらぶ 山川 恵

L0004260 雨川 あふみ 高松ローンテニスクラブ 76(4) 63 雨川 あふみ

L0004265 山川 恵 株式会社フミヤスポーツ 山川 恵

L0008617 藤井 洋子 亀の甲山テニスクラブ 藤井 洋子 26 61 10-8

L0012359 ピーターソン ハイディ エリステニスクラブ
bye 藤井 洋子

bye
L0018565 西田 博子 荏原SSC 西田 博子 61 60

L0009506 髙橋 美枝 関町ローンテニスクラブ 髙橋 美枝

L0019269 畑佐 順子 横浜スポーツマンクラブ 36 61 10-5

L0019278 阿部 仁美 横浜スポーツマンクラブ 石川 智子

L0003702 岡部 恵理子 高井戸ダイアモンドスポーツTS 齋藤 真奈美 63 61

L0010622 因藤 富美子 中野区テニス連盟 石川 智子

L0020019 齋藤 真奈美 小平テニス倶楽部 76(2) 61 齋藤 真奈美

L0011844 石川 智子 Leads 石川 智子

bye 楓 夏美 63 63

bye 原 葉子

L0019225 楓 夏美 ﾚﾆｯｸｽ 佐藤 芳香

L0019224 原 葉子 湘南平 ヘルナンデス 薫

L0007069 小山 洋子 ヤバセテニスアカデミー(Y.T.A) 小山 洋子 61 62

L0011263 高田 貴代美 ジョイフル 高田 貴代美

bye 小山 洋子

bye 高田 貴代美

L0019191 菅原 貴子 ウイッシュ 菅原 貴子 64 60

L0011358 大門 陽子 チームオクヤマ 大門 陽子

L0007198 森岡 澄代 サントピアテニスクラブ 62 75 小山 洋子

L0019012 前田 和代 遊友族 高田 貴代美

L0007015 市川 哲美 高松ローンテニスクラブ 藤井 繁子 63 76(5)

L0007989 澤野 美央子 明治神宮外苑テニスクラブ 望月 昌美

L0011049 藤井 繁子 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 26 75 11-9 後藤 淳子

L0010709 望月 昌美 サンブリッジTC本郷 長島 恵理子

bye 後藤 淳子 62 62

bye 長島 恵理子

L0019422 後藤 淳子 テニスユナイテッド 佐藤 芳香

L0010915 ⾧島 恵理子 明治神宮外苑テニスクラブ ヘルナンデス 薫

L0008483 佐藤 芳香 ミズノ藤沢テニスプラザ 佐藤 芳香 60 57 10-7

L0008482 ヘルナンデス 薫 荏原湘南スポーツセンター
L0018822 ⾧谷部 秀子 越谷グリーン 64 60 佐藤 芳香

L0009154 高橋 真千子 ヴァレンヌ
L0008618 河田 美恵子 石神井ＬＴＣ 市川 早苗 60 76(1)

L0006893 大島 ひとみ Leads 高見沢 昌代

L0010303 市川 早苗 あじさいインドアテニススクール 63 76(7) 佐藤 芳香

L0019298 高見沢 昌代 亀の甲山テニスクラブ
L0009077 境野 勝代 グリーンパークテニス 山谷 優子 63 62

L0012213 石崎 さとみ ＮＡＳこしがや 山田 留美子 ｳｴｲﾃｨﾝｸﾞﾘｽﾄ

L0003577 山谷 優子 東宝調布テニスクラブ 06 75 11-9 蔵野 由美

L0010316 山田 留美子 東宝調布 渡瀬 ひろみ

bye 蔵野 由美 63 63

bye 渡瀬 ひろみ

L0011238 蔵野 由美 サンランドロイヤルテニスクラブ

L0018547 渡瀬 ひろみ 明治神宮外苑テニスクラブ

齋藤 真奈美

ヘルナンデス 薫

ピーターソン ハイディ

ピーターソン ハイディ

ヘルナンデス 薫

ヘルナンデス 薫
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