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

L07322 横浜ガーデンテニスクラブ 神奈川県 山下　美智恵 [1] 

1 L12244 ファミリーテニスクラブ 兵庫県 日野原　暁美 山下　美智恵 [1] 

    日野原　暁美 

2    Bye  山下　美智恵 [1] 

L05807 チームウェンズ 京都府 川瀬　啓子  日野原　暁美 

3 L00318 あたごテニスクラブ 埼玉県 田中　孝子 太田　紀代子 w.o. 

L19882 グリーンストンヒルズ 広島県 太田　紀代子 藤井　千鳥  

4 L19116 岡山ローンテニスクラブ 岡山県 藤井　千鳥 4-6 7-5 [10-7]  山下　美智恵 [1] 

     日野原　暁美 

5    Bye 池村　光枝 6-1 6-1  

L09009 神戸ローンテニスクラブ 兵庫県 池村　光枝 若槻　よし子  

6 L05149 テニスガーデン　レニックス 神奈川県 若槻　よし子  中島　小波 [5] 

     横山　美恵子 

7    Bye 中島　小波 [5] 6-1 6-0  

L01928 明治神宮外苑テニスクラブ 東京都 中島　小波 [5] 横山　美恵子  

8 L04398 あさき 埼玉県 横山　美恵子  兵頭　正子 [3] 

L08184 東急あざみ野テニスガーデン 神奈川県 兵頭　正子 [3]  氏家　真沙子 

9 L03535 相模原グリーンテニスクラブ 神奈川県 氏家　真沙子 兵頭　正子 [3] 6-4 6-2  

    氏家　真沙子  

10    Bye  兵頭　正子 [3] 

L01943 ジョイフルアスレティッククラブ 茨城県 山谷　典子  氏家　真沙子 

11 L03828 ライジング 北海道 髙木　厚子 山谷　典子 2-6 7-5 [11-9]  

L07148 ＯＪＭ 兵庫県 中島　孝子 髙木　厚子  

12 L02849 東宝調布テニスクラブ 東京都 河野　保子 6-3 1-6 [10-7]  兵頭　正子 [3] 

     氏家　真沙子 

13    Bye 増田　紫 4-6 7-5 [10-8]  

L00327 善福寺公園Ｔ．Ｃ． 東京都 増田　紫 髙林　周子  

14 L08552 ウイッシュ 東京都 髙林　周子  中井　佳代子 [6] 

     中村　直子 

15    Bye 中井　佳代子 [6] 6-1 6-0  

L03938 和歌山グリーンテニスクラブ 和歌山県 中井　佳代子 [6] 中村　直子  

16 L00885 松田テニス塾 兵庫県 中村　直子  工藤　桂子 [4] 

L00589 枚方フィーバー 大阪府 杉井　富美枝 [8]  谷中　敬子 

17 L00588 枚方フィーバー 大阪府 石川　純子 杉井　富美枝 [8] 6-4 7-5  

    石川　純子  

18    Bye  安井　多津子 

L11905 富士見台テニスクラブ 東京都 安井　多津子  志賀　光江 

19 L19895 江戸川区テニス連盟 東京都 志賀　光江 安井　多津子 w.o. 

    志賀　光江  

20    Bye  工藤　桂子 [4] 

L06222 ＢＩＷＡテニスクラブ 滋賀県 柏本　照子  谷中　敬子 

21 L07884 ウッドテニス 神奈川県 諸江　博子 新井　綾子 6-1 6-0  

L07168 小川硬式テニスクラブ 埼玉県 新井　綾子 髙木　美江子  

22 L18669 さわやかテニス 埼玉県 髙木　美江子 6-2 6-2  工藤　桂子 [4] 

     谷中　敬子 

23    Bye 工藤　桂子 [4] 6-1 1-6 [10-3]  

L00065 水戸グリーンテニスクラブ 茨城県 工藤　桂子 [4] 谷中　敬子  

24 L07133 甲子園テニスクラブ 兵庫県 谷中　敬子  工藤　桂子 [4] 

L00061 鎌倉宮カントリーＴ．Ｃ 神奈川県 丹野　邦子 [7]  谷中　敬子 

25 L00010 ヴィクトワールテニスチーム 群馬県 高橋　千恵子 丹野　邦子 [7] 6-3 4-6 [10-7]  

    高橋　千恵子  

26    Bye  伊藤　由美子 

L09401 東京グリーンテニスクラブ 東京都 伊藤　由美子  飯塚　圭子 

27 L00018 明治神宮外苑テニスクラブ 東京都 飯塚　圭子 伊藤　由美子 w.o. 

    飯塚　圭子  

28    Bye  栗田　恵子 [2] 

L02606 徳秀苑庭球倶楽部 大阪府 大坪　雅子  髙橋　芳子 

29 L07409 田柄Ｔ・Ｃ 東京都 有井　宏美 大坪　雅子 6-1 6-0  

L00767 奈良国際テニスクラブ 奈良県 北澤　優子 有井　宏美  

30 L00086 東急あざみ野テニスガーデンＴＣ 神奈川県 渡辺　永海 6-2 6-3  栗田　恵子 [2] 

     髙橋　芳子 

31    Bye 栗田　恵子 [2] 7-6(6) 7-6(4)  

L01105 杜の宮テニスクラブ 福岡県 栗田　恵子 [2] 髙橋　芳子  

32 L09983 総武グリーンテニスクラブ 千葉県 髙橋　芳子  

    

   


