
Seed １R 2Ｒ ＱＦ ＳＦ Ｆ
L0008495 橋場 治子 明治神宮外苑TC 橋場 治子
L0001218 佐谷 真理 ミズノ 佐谷 真理

   橋場 治子

   佐谷 真理
L0007852 日紫喜 香 STP 平井 洋子
L0009289 星 康子 テニスプロジェクト 冨山 さと子
L0003667 平井 洋子 アシニス 橋場 治子
L0009099 冨山 さと子 アシニス 佐谷 真理
L0012449 小須田 玲子 足立区テニス協会 小須田玲子
L0011582 赤城 左絵 立野LTC 赤城 左絵

   小須田玲子

   赤城 左絵

   伊藤 芳子

   山田 博子
L0009371 伊藤 芳子 横浜スポーツマンクラブ 橋場 治子
L0004984 山田 博子 東宝調布TC 佐谷 真理
L0009470 住田 里美 テニスプロジェクト 住田 里美
L0009375 加藤 晴美 東宝調布TC 加藤 晴美

   住田 里美

   加藤 晴美

   峰岸 寿真子

   関口 美幸
L0008342 峰岸 寿真子 京王TC 住田 里美
L0005565 関口 美幸 アシニス 加藤 晴美
L0009615 高橋 隆子 板橋区テニス協会
L0009029 河上 裕子 フソウTC
   北沢 陽美

   税田 桂子

   北沢 陽美

   税田 桂子
L0003127 北沢 陽美 東宝調布TC 橋場 治子
L0003497 税田 桂子 NEXCO中日本 佐谷 真理
L0009469 鷲田 裕子 テニスプロジェクト 鷲田 裕子
L0002989 柚山 由香 Team Satellite 柚山 由香

   鷲田 裕子

   柚山 由香

   龍 寿美

   碓井 紀子
L0012646 龍 寿美 あざみ野ローンTC 鷲田 裕子
L0012078 碓井 紀子 中央林間TC 柚山 由香
L0011600 貝谷 泉子 ケンウッドTC 貝谷 泉子
L0012076 岩崎 玲子 エバーグリーンフォレスト横浜 岩崎 玲子
L0010973 青木 通代 ｽﾎﾟｰﾂﾗｰﾆﾝｸﾞ 高島 日出子

L0004238 福島 桂子 中央区テニス連盟 山田 礼子

 BYE   高島 日出子

 BYE   山田 礼子
L0011303 高島 日出子 あさきTC 森下 友子
L0006082 山田 礼子 明治神宮外苑TC 邊見 つえ子
L0003589 秋元 静子 神崎テニスカレッジ 秋元 静子
L0018631 岡本 由季子 練馬区テニス協会 岡本 由季子

   秋元 静子

   岡本 由季子

   柴田 元美

   上村 久子
L0008885 柴田 元美 横浜スポーツマンクラブ 森下 友子
L0010324 上村 久子 鎌倉宮カントリーTC 邊見 つえ子
L0003607 麻生 美江子 京王TC 山内 文子
L0008270 飯島 敦子 立野ローンTC 飯沼 敏子
L0006934 山内 文子 テニスプラザ戸塚 森下 友子

 飯沼 敏子 テニスプラザ戸塚 邊見 つえ子

   森下 友子

   邊見 つえ子

L0009109 森下 友子 Y.S.C
L0002879 邊見 つえ子 リトルプリンスTC
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