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選手登録番号 所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

L00660 チーム・ウェンズ 京都府 友口　明美 [1] 

1 L00066 東急あざみ野テニスガーデンＴＣ 神奈川県 村上　佳子 友口　明美 [1] 

    村上　佳子 

2    Bye  友口　明美 [1] 

L07561 チーム・ウエンズ 滋賀県 中道　保枝  村上　佳子 

3 L02767 寒川ローンテニスクラブ 神奈川県 杉山　豊子 中道　保枝 6-4 6-4  

L07409 田柄Ｔ・Ｃ 東京都 有井　宏美 杉山　豊子  

4 L00308 森田テニス企画 大阪府 飽浦　睦子 6-2 6-3  友口　明美 [1] 

     村上　佳子 

5    Bye 小寺　文子 2-6 6-2 [10-5]  

L01553 芦屋国際ローンテニスクラブ 兵庫県 小寺　文子 清水　久子  

6 L00742 ＮＡＭＰ 兵庫県 清水　久子  小寺　文子 

     清水　久子 

7    Bye 橋本　晴美 [7] w.o. 

L09724 ヴィクトワールテニスチーム 群馬県 橋本　晴美 [7] 高岡　久美子  

8 L06056 茨木サニータウンテニスクラブ 大阪府 高岡　久美子  友口　明美 [1] 

L04242 あさきテニスクラブ 埼玉県 澗田　早苗 [4]  村上　佳子 

9 L03589 神崎 東京都 秋元　静子 澗田　早苗 [4] 6-3 6-4  

    秋元　静子  

10    Bye  澗田　早苗 [4] 

L00065 水戸グリーンテニスクラブ 茨城県 工藤　桂子  秋元　静子 

11 L00355 札幌テニス協会 北海道 田中　洋子 中村　直子 6-1 6-2  

L00885 松田テニス塾 兵庫県 中村　直子 吉田　佳古  

12 L12485 石神井ローンテニスクラブ 東京都 吉田　佳古 6-2 6-3  澗田　早苗 [4] 

L11813 チェリ－ 岡山県 小倉　芳子  秋元　静子 

13 L10437 ＪＬＴＦおかやま 岡山県 深川　順子 田村　祐子 6-3 6-4  

L12621 高松ローンテニスクラブ 香川県 田村　祐子 石原　房子  

14 L12274 テニスクラブＡＲＴ 岡山県 石原　房子 6-2 6-3  田村　祐子 

     石原　房子 

15    Bye 山川　知枝 [5] 6-4 6-2  

L08059 芦屋国際ローンテニスクラブ 兵庫県 山川　知枝 [5] 森田　優子  

16 L09123 サンランドロイヤルテニスクラブ 兵庫県 森田　優子  中川　まみ [2] 

L06865 Ｙ．Ｓ．Ｃ． 神奈川県 小林　泰子 [8]  江成　紀子 

17 L10911 Ｙ．Ｓ．Ｃ． 神奈川県 田代　美知子 小林　泰子 [8] 2-6 6-0 [10-4]  

    田代　美知子  

18    Bye  小林　泰子 [8] 

L08368 ＴＥＡＭ　ＭＡＲＳ 兵庫県 佐藤　伊津子  田代　美知子 

19 L00922 ＴＥＡＭ　ＭＡＲＳ 兵庫県 平田　貴子 佐藤　伊津子 6-0 6-1  

    平田　貴子  

20    Bye  小林　泰子 [8] 

L10956 ｚｅｒｏ１ 岡山県 田村　洋子  田代　美知子 

21 L19442 ＡＲＴ 岡山県 芳形　生子 伊藤　芳子 4-6 6-3 [10-5]  

L09371 Ｙ．Ｓ．Ｃ． 神奈川県 伊藤　芳子 金山　佳枝  

22 L10944 ユニバー神戸テニス倶楽部 兵庫県 金山　佳枝 6-7(6) 7-5 [10-7]  坪井　貴美子 [3] 

     山下　佐余子 

23    Bye 坪井　貴美子 [3] 6-3 6-1  

L10539 鶴見緑地ＭＴＳ 大阪府 坪井　貴美子 [3] 山下　佐余子  

24 L01068 油山テニスクラブ 福岡県 山下　佐余子  中川　まみ [2] 

L03489 テニスユナイテッド 東京都 植松　保子 [6]  江成　紀子 

25 L03225 保谷ロイヤルテニスクラブ 東京都 田中　久子 植松　保子 [6] 6-3 6-4  

    田中　久子  

26    Bye  植松　保子 [6] 

L05221 カトレヤテニスガーデン鴻巣 埼玉県 小島　廣子  田中　久子 

27 L07168 小川硬式テニスクラブ 埼玉県 新井　綾子 有田　瑞恵 6-1 6-0  

 宍道ＬＴＣ 島根県 有田　瑞恵 柿本　邦子  

28  大田ＴＣ 島根県 柿本　邦子 7-6(4) 7-5  中川　まみ [2] 

L18646 チームアソシエ 岡山県 小野　恵子  江成　紀子 

29 L04475 アップデイト 香川県 藤原　雅代 三村　智子 6-2 4-6 [10-6]  

L10697 ガーデングリーンテニスクラブ 岡山県 三村　智子 屋敷　純子  

30 L08653 Ｙ．Ｓ．Ｃ． 神奈川県 屋敷　純子 5-7 6-2 [10-6]  中川　まみ [2] 

     江成　紀子 

31    Bye 中川　まみ [2] 6-7(3) 7-5 [10-2]  

L04408 Ｔｅｎｎｉｓ　ｂｏｎｂｏｎ 広島県 中川　まみ [2] 江成　紀子  

32 L02877 相模原グリーンテニスクラブ 神奈川県 江成　紀子  

    


