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選手登録

番号 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者
L0003750 万博テニスガーデン 井上 タミコ [1]

1 L0002769 あさかファミール 波多野 洋子 井上 タミコ [1]
   波多野 洋子

2   Bye 1  井上 タミコ [1]
L0002894 関町ローンテニスクラブ 益子 房子  波多野 洋子

3 L0009079 関町ローンテニスクラブ 鈴木 英子 益子 房子 6-0 6-0

L0010064 チェリーテニスクラブ 小河原 みどり 鈴木 英子  

4 L0006542 イーストフィールド 小田 啓子 6-2 6-0 井上 タミコ [1]
    波多野 洋子

5   Bye 9 上条 佐惠子 6-1 6-2

L0006044 宮崎台テニスクラブ 上条 佐惠子 中島 郁代  

6 L0003524 善福寺公園テニスクラブ 中島 郁代  古阪 訓子 [8]
    岩崎 明子

7   Bye 7 古阪 訓子 [8] 5-7 6-1 [10-8]

L0003674 蓮田グリーンＴ．Ｃ 古阪 訓子 [8] 岩崎 明子  

8 L0005069 瀨谷グリーンＴ．Ｃ 岩崎 明子  渡辺 秀子 [3]
L0000675 万博テニスガーデン 渡辺 秀子 [3]  竹内 昭子

9 L0002923 エバーグリーンテニスフォレスト横浜 竹内 昭子 渡辺 秀子 [3] 4-6 6-2 [10-4]

   竹内 昭子  

10   Bye 3  渡辺 秀子 [3]
L0010470 ルネサンス鷹之台テニスクラブ 皆川 直子  竹内 昭子

11 L0008668 ルネサンス鷹之台テニスクラブ 間瀬戸 礼子 皆川 直子 6-3 6-1

L0000481 フォレストＴＣ 与芝 薫 間瀬戸 礼子  

12 L0004134 百草テニスガーデン 星野 令 6-2 6-3 渡辺 秀子 [3]
L0000062 あたごテニスクラブ 佐藤 まり子  竹内 昭子

13 L0008386 ルネサンス鷹之台テニスクラブ 細江 幸子 佐藤 まり子 6-4 6-2

L0005164 神崎テニスカレッジ 新沼 美智代 細江 幸子  

14 L0005456 市ケ尾テニスクラブ 田辺 悦子 6-1 6-3 佐藤 まり子
    細江 幸子

15   Bye 5 小野 悦子 [5] w.o.

L0006751 取手市民硬式テニスクラブ 小野 悦子 [5] 町田 松江  

16 L0003519 明治神宮外苑テニスクラブ 町田 松江  中村 規子 [7]
L0007218 関町ローンテニスクラブ 槍田 真理子 [6]  北澤 優子

17 L0000063 関町ローンテニスクラブ 畑 美恵子 槍田 真理子 [6] 7-5 6-4

   畑 美恵子  

18   Bye 6  槍田 真理子 [6]
L0007508 サントピアＴＣ 中村 和子  畑 美恵子

19 L0002656 扇テニスクラブ 二宮 典子 中村 和子 6-3 7-6(5)

L0000632 大津ＴＣ 井上 まゆみ 二宮 典子  

20 L0012365 芦屋国際ローンＴ．Ｃ 阿守 佳子 6-1 6-2 北村 紀美子 [4]
L0009401 東京グリーンテニスクラブ 伊藤 由美子  清水 智映子

21 L0002904 神崎テニスカレッジ 小林 のり子 原 百代 6-3 6-4

L0000013 テニスクラブＡＲＴ 原 百代 柏本 照子  

22 L0006222 BIWA.TC 柏本 照子 6-2 6-1 北村 紀美子 [4]
    清水 智映子

23   Bye 4 北村 紀美子 [4] 7-5 7-6(4)

L0000110 すぎなＴＣ 北村 紀美子 [4] 清水 智映子  

24 L0000020 あさきテニスクラブ 清水 智映子  中村 規子 [7]
L0002652 宝塚パブリックローンＴＣ 中村 規子 [7]  北澤 優子

25 L0000767 奈良国際テニスクラブ 北澤 優子 中村 規子 [7] 6-0 6-2

   北澤 優子  

26   Bye 8  中村 規子 [7]
L0011962 ＩＴＣ京都西テニスクラブ 稲田 ひろ子  北澤 優子

27 L0007966 ＩＴＣ京都西テニスクラブ 西原 直美 稲田 ひろ子 6-2 5-7 [10-5]

   西原 直美  

28   Bye 10  中村 規子 [7]
L0008079 ガーデングリーンテニスクラブ 東 幸子  北澤 優子

29 L0004397 ガーデングリーンテニスクラブ 浮田 和子 東 幸子 6-1 6-0

L0009352 高岡ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 尾間 利恵 浮田 和子  

30 L0006157 ハロースポーツ 岡野 光子 6-1 6-0 東 幸子
    浮田 和子

31   Bye 2 中島 小波 [2] 2-6 6-4 [10-4]

L0001928 明治神宮外苑テニスクラブ 中島 小波 [2] 諸江 博子  

32 L0007884 霧が丘アップＴ.Ａ 諸江 博子  

   

  


