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

L0003767 フォーライフ 福岡県 土橋 雅子 [1]

1 L0002671

足立ガーデンテニススクー

ル 福岡県 深田 三枝子 土橋 雅子 [1]

    深田 三枝子

2    Bye 1  土橋 雅子 [1]

L0019685 上本テニススクール 広島県 上本 多江子  深田 三枝子

3 L0011665 ＭＲＡ・サザンクロスＴＣ 広島県 藤岡 佳子 上本 多江子 6-0 6-0

L0018637 Ｔ．Ｖｏｌｃａｎｏ 兵庫県 上野 恭子 藤岡 佳子  

4 L0011518 Ｔ．Ｖｏｌｃａｎｏ 兵庫県 司馬 恭子 w.o. 土橋 雅子 [1]

     深田 三枝子

5    Bye 9 安田 留里子 6-2 6-2

L0008379 ＩＴＣ京都西テニスクラブ 京都府 安田 留里子 酒井 美佳子  

6 L0018850 ユニバー神戸テニス倶楽部 兵庫県 酒井 美佳子  北村 美佐緒 [5]

     西本 春美

7    Bye 7 北村 美佐緒 [5] 6-7(3) 6-3 [10-2]

L0010206 枚方フレンズ 大阪府 北村 美佐緒 [5] 西本 春美  

8 L0004179 阪急仁川テニスクラブ 兵庫県 西本 春美  土橋 雅子 [1]

L0008342 京王テニスクラブ 東京都 峰岸 寿真子 [4]  深田 三枝子

9 L0009109 Ｙ．Ｓ．Ｃ． 神奈川県 森下 友子 峰岸 寿真子 [4] 6-4 6-2

    森下 友子  

10    Bye 3  峰岸 寿真子 [4]

L0009966 ＴＢＮ 広島県 国広 順子  森下 友子

11 L0000764 ＴＢＮ 山口県 竹嶋 久美 国広 順子 3-6 7-6(5) [10-5]

L0003653 モリタテニス企画 大阪府 伊藤 志津 竹嶋 久美  

12 L0008636 ユニバー神戸 兵庫県 小林 明子 6-3 6-1 邊見 つえ子 [7]

L0006063 徳秀苑庭球倶楽部 大阪府 伊達 規子  阿部 純子

13 L0001443 京都東山テニスクラブ 京都府 細川 奈美 伊達 規子 6-3 4-6 [10-7]

L0012691 東宝調布ＴＣ 東京都 海老沢 芙美子 細川 奈美  

14 L0008476 ユニバー神戸テニス倶楽部 兵庫県 矢野 真弓 2-6 6-4 [10-5] 邊見 つえ子 [7]

     阿部 純子

15    Bye 5 邊見 つえ子 [7] 6-0 6-2

L0002879

リトルプリンステニスクラ

ブ 埼玉県 邊見 つえ子 [7] 阿部 純子  

16 L0009200 Ｆｉｒｓｔ 埼玉県 阿部 純子  山口 俊子 [3]

L0019214 書写テニスコート 兵庫県 久保 春美 [6]  花房 るり子

17 L0018549 香枦園テニスクラブ 兵庫県 内野 鶴子 久保 春美 [6] 6-1 4-6 [10-8]

    内野 鶴子  

18    Bye 6  安田 勢都子

L0008182

サンランドロイヤルテニス

クラブ 兵庫県 井上 典子  岡本 和代

19 L0006824 大井町ファミリーＴＣ 神奈川県 若松 美雪 安田 勢都子 6-3 6-3

L0003213 油山テニスクラブ 福岡県 安田 勢都子 岡本 和代  

20 L0002327 サステゴクラブ 福岡県 岡本 和代 6-3 6-2 山口 俊子 [3]

 チームアソシエ 岡山県 安井 友子  花房 るり子

21 L0010955 ＡＤＶＡＮＴＡＧＥ 岡山県 藤田 玲子 安井 友子 6-0 7-5

L0018643 横浜スポーツマンクラブ 神奈川県 尾藤 和子 藤田 玲子  

22 L0009454 ＮＰＯ忠岡町庭球連盟 大阪府 松澤 登喜子 6-4 6-0 山口 俊子 [3]

     花房 るり子

23    Bye 4 山口 俊子 [3] 6-1 6-1

L0008637 ＴＳ奈良 奈良県 山口 俊子 [3] 花房 るり子  

24 L0000761

ガーデングリーンテニスク

ラブ 岡山県 花房 るり子  山口 俊子 [3]

L0004984 東宝調布 東京都 山田 博子 [8]  花房 るり子

25 L0009615 板橋区テニス協会 東京都 髙橋 隆子 山田 博子 [8] 6-4 6-4

    髙橋 隆子  

26    Bye 8  畑佐 順子

L0018895 ケセラセラ 広島県 藤井 理恵子  阿部 仁美

27 L0011065 ＴＢＮ 広島県 風呂本 理矢 畑佐 順子 6-2 6-1

L0019269 横浜スポーツマンクラブ 神奈川県 畑佐 順子 阿部 仁美  

28 L0019278 横浜スポーツマンクラブ 神奈川県 阿部 仁美 7-6(5) 6-3 多田 皆子 [2]

L0020027 多田ハイグリーンＴＣ 兵庫県 渡辺 郷子  尾上 重世

29 L0010044 Ｖａｓｓｉｅ 大阪府 相山 芳美 渡辺 郷子 6-2 6-1

L0012357 三和ＴＳ 岐阜県 増田 美雪 相山 芳美  

30 L0007984 関町ローンテニスクラブ 東京都 清原 恭子 7-5 5-7 [10-6] 多田 皆子 [2]

     尾上 重世

31    Bye 2 多田 皆子 [2] 6-1 7-5

L0003753 チームアソシエ 岡山県 多田 皆子 [2] 尾上 重世  

32 L0008346 パインテニスクラブ 兵庫県 尾上 重世  

    

   


