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

L0010989 福井テニスクラブ 福井県 垣内 清美 [1]

1 L0006389 巧庭球塾 大阪府 河辺 美枝 垣内 清美 [1]

    河辺 美枝

2    Bye 1  垣内 清美 [1]

L0004975 目黒テニスクラブ 東京都 佐々木 絵里  河辺 美枝

3 L0009506 関町ＬＴＣ 東京都 髙橋 美枝 佐々木 絵里 6-0 6-1

    髙橋 美枝  

4    Bye 16  垣内 清美 [1]

L0008659

ガーデングリーンテニス

クラブ 岡山県 八木 洋子  河辺 美枝

5  ＪＬＴＦおかやま 岡山県 橘 留美子 岡島 春美 6-2 6-2

L0018588 大原グリーンＴＣ 京都府 岡島 春美 高田 貴代美  

6 L0011263 ジョイフル 滋賀県 高田 貴代美 6-3 5-7 [10-2] 四軒町 仁美 [7]

     野々村 晴美

7    Bye 7 四軒町 仁美 [7] 2-6 6-1 [10-8]

L0011930 万博テニスガーデン 大阪府 四軒町 仁美 [7] 野々村 晴美  

8 L0010181 Ｎｏｔ　Ｓｅｃｏｎｄ 大阪府 野々村 晴美  垣内 清美 [1]

L0007069 ヤバセテニスアカデミー 滋賀県 小山 洋子 [3]  河辺 美枝

9 L0004454

ガーデングリーンテニス

クラブ 岡山県 明比 敬子 小山 洋子 [3] 3-6 6-4 [10-7]

    明比 敬子  

10    Bye 3  小山 洋子 [3]

L0018623

ＭＲＡ・サザンクロスＴ

Ｃ 広島県 加藤 順子  明比 敬子

11 L0020000 ＭＲＡサザンクロスＴＣ 広島県 新良貴 智恵 加藤 順子 6-2 6-0

    新良貴 智恵  

12    Bye 13  伊原 祐子 [8]

 

ＭＲＡ・サザンクロスＴ

Ｃ 広島県 今井 千鶴子  兼田 由賀里

13  

ＭＲＡ・サザンクロスＴ

Ｃ 広島県 山本 晴美 千葉 有希 6-2 6-2

L0011377 Ｄ－ｔｅｎｎｉｓ 千葉県 千葉 有希 土谷 水帆子  

14 L0012783 千代田区テニス協会 東京都 土谷 水帆子 7-5 6-2 伊原 祐子 [8]

     兼田 由賀里

15    Bye 5 伊原 祐子 [8] 6-1 6-0

L0010092 サーラスポーツ 静岡県 伊原 祐子 [8] 兼田 由賀里  

16 L0008076 天王山倶楽部 兵庫県 兼田 由賀里  垣内 清美 [1]

L0006192

グリーンロイヤルＴ．

Ｃ． 静岡県 板倉 寿子 [5]  河辺 美枝

17 L0010654

佐鳴台ローンテニスクラ

ブ 静岡県 鈴木 享子 板倉 寿子 [5] 6-7(4) 6-3 [10-8]

    鈴木 享子  

18    Bye 6  岩本 ゆかり

L0012453 スターサップ 大阪府 岩本 ゆかり  永岡 純子

19 L0005152 永岡庭球道場 兵庫県 永岡 純子 岩本 ゆかり 3-6 6-4 [10-6]

    永岡 純子  

20    Bye 11  下田 佐知 [4]

     川口 知子

21    Bye 14 川崎 佳香 6-4 6-4

L0010875 ＴＢＮ 広島県 川崎 佳香 永川 寿子  

22 L0004504 福山市職労硬式テニス部 広島県 永川 寿子  下田 佐知 [4]

     川口 知子

23    Bye 4 下田 佐知 [4] 6-0 6-0

L0010664 京都市テニス協会 京都府 下田 佐知 [4] 川口 知子  

24 L0019331 Ｖａｓｓｉｅ 大阪府 川口 知子  伊藤 里恵 [2]

L0005645 ＳＣアクトス 岐阜県 伊藤 佳子 [6]  犬嶋 智美

25 L0001000 スプラージ 福岡県 重松 忍 伊藤 佳子 [6] 6-2 6-2

    重松 忍  

26    Bye 8  伊藤 佳子 [6]

L0019123

ガーデングリーンテニス

クラブ 岡山県 石橋 明美  重松 忍

27 L0018599

ガーデングリーンテニス

クラブ 岡山県 荒木 典子 石橋 明美 6-1 6-1

    荒木 典子  

28    Bye 10  伊藤 里恵 [2]

L0019995 ＧＯＤＡＩ港北 神奈川県 小倉 光子  犬嶋 智美

29 L0019991

あざみ野ローンテニスク

ラブ 神奈川県 阿部 美樹 三木 範子 6-1 7-6(8)

L0019708 ＴＥＡＭＭＡＲＳ 兵庫県 三木 範子 北岡 朋子  

30 L0012659

西条ロイヤルテニスクラ

ブ 広島県 北岡 朋子 6-2 6-0 伊藤 里恵 [2]

     犬嶋 智美

31    Bye 2 伊藤 里恵 [2] 6-1 6-3

L0010584 トリプルＦ 愛知県 伊藤 里恵 [2] 犬嶋 智美  

32 L0018466 ＰＲＯＧＲＥＳＳ 奈良県 犬嶋 智美  

    

   


