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

L08059 芦屋国際ローンテニスクラブ 兵庫県 山川　知枝 [1] 

1 L00761 ガーデングリーンテニスクラブ 岡山県 花房　るり子 山川　知枝 [1] 

花房　るり子 

2 Bye 山川　知枝 [1] 

L08182 サンランドロイヤルテニスクラブ 兵庫県 井上　典子 花房　るり子 

3 L09455 サンランドロイヤルテニスクラブ 兵庫県 小川　潮美 井上　典子 6-0 6-3  

L18451 泉大津ロイヤルテニスクラブ 大阪府 今井　雅美 小川　潮美 

4 L03653 モリタテニス企画 大阪府 伊藤　志津 w.o. 山川　知枝 [1] 

花房　るり子 

5 Bye 佐藤　伊津子 6-4 6-1  

L08368 ＴＥＡＭ　ＭＡＲＳ 兵庫県 佐藤　伊津子 山本　絹代 

6 L10671 天王山倶楽部 兵庫県 山本　絹代 山田　博子 [5] 

越後　克子 

7 Bye 山田　博子 [5] 6-3 6-4  

L04984 東宝調布 東京都 山田　博子 [5] 越後　克子 

8 L08984 東宝調布テニスクラブ 東京都 越後　克子 小林　泰子 [4] 

L06865 Ｙ．Ｓ．Ｃ． 神奈川県 小林　泰子 [4] 田代　美知子 

9 L10911 Ｙ．Ｓ．Ｃ． 神奈川県 田代　美知子 小林　泰子 [4] 6-3 3-6 [10-6]  

田代　美知子 

10 Bye 小林　泰子 [4] 

L18637 Ｔ．Ｖｏｌｃａｎｏ 兵庫県 上野　恭子 田代　美知子 

11 L12072 ＴＵＲＫＥＹ　ＴＥＮＮＩＳ 大阪府 尾家　千明 上野　恭子 6-1 6-1  

尾家　千明 

12 Bye 小林　泰子 [4] 

田代　美知子 

13 Bye 明神　賀子 6-1 6-2  

L10822 甲子園ＴＣ 兵庫県 明神　賀子 河野　智恵美 

14 L11080 ＯＪＭ 兵庫県 河野　智恵美 田村　祐子 [6] 

石原　房子 

15 Bye 田村　祐子 [6] 6-2 6-2  

L12621 高松ローンテニスクラブ 香川県 田村　祐子 [6] 石原　房子 

16 L12274 テニスクラブＡＲＴ 岡山県 石原　房子 坪井　貴美子 [2]
L01553 芦屋国際ローンテニスクラブ 兵庫県 小寺　文子 [7]  炭谷　綾子

17 L00742 ＰａｎａＣｈｉｌｄｒｅｎ 兵庫県 清水　久子 小寺　文子 [7] 6-3 6-2  

清水　久子 

18 Bye 小寺　文子 [7] 

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

19 L08653 Ｙ．Ｓ．Ｃ． 神奈川県 屋敷　純子 三村　智子 7-5 6-3  

屋敷　純子 

20 Bye 小寺　文子 [7] 

清水　久子 

21 Bye 伊達　規子 6-2 6-0  

L06063 徳秀苑庭球倶楽部 大阪府 伊達　規子 細川　奈美 

22 L01443 京都東山テニスクラブ 京都府 細川　奈美 中川　まみ [3] 

江成　紀子 

23 Bye 中川　まみ [3] w.o. 

L04408 Ｔｅｎｎｉｓ　ｂｏｎｂｏｎ 広島県 中川　まみ [3] 江成　紀子 

24 L02877 相模原グリーンテニスクラブ 神奈川県 江成　紀子 坪井　貴美子 [2] 

L07561 チーム・ウエンズ 滋賀県 中道　保枝 [8] 炭谷　綾子 

25 L02767 寒川ローンテニスクラブ 神奈川県 杉山　豊子 中道　保枝 [8] 5-7 6-2 [10-5]  

杉山　豊子 

26 Bye 中道　保枝 [8] 

L04357 ファミリークラブ 福岡県 大谷　りえ 杉山　豊子 

27 L05696 横浜ガーデンテニスクラブ 神奈川県 富山　千恵子 大谷　りえ 6-3 7-5  

富山　千恵子 

28 Bye 坪井　貴美子 [2] 

炭谷　綾子 

29 Bye 冨岡　洋子 6-2 6-1  

L12438 サン城陽テニスクラブ 京都府 冨岡　洋子 原　元子 

30 L19241 芦屋国際ローンテニスクラブ 兵庫県 原　元子 坪井　貴美子 [2] 

炭谷　綾子 

31 Bye 坪井　貴美子 [2] 6-1 6-2  

L10539 鶴見緑地ＭＴＳ 大阪府 坪井　貴美子 [2] 炭谷　綾子 

32 L03830 上尾セントラルテニスクラブ 埼玉県 炭谷　綾子 


