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

L0010539 鶴見緑地ＭＴＳ 大阪府 坪井 貴美子 [1]

1 L0007322 横浜ガーデンテニスクラブ 神奈川県 山下 美智恵 坪井 貴美子 [1]

    山下 美智恵

2    Bye 1  坪井 貴美子 [1]

L0007148 松田テニス塾 兵庫県 中島 孝子  山下 美智恵

3 L0003828 ライジング 北海道 髙木 厚子 中島 孝子 6-3 6-3

    髙木 厚子  

4    Bye 16  三村 智子

L0004357 ファミリークラブ 福岡県 大谷 りえ  小野 恵子

5 L0018347 ＪＩＴＣ 東京都 杉山 由紀子 三村 智子 6-3 6-3

L0025307

ガーデングリーンテニスク

ラブ 岡山県 三村 智子 小野 恵子  

6 L0025306 藤原薬局 岡山県 小野 恵子 6-4 6-4 三村 智子

     小野 恵子

7    Bye 7 中村 直子 [7] 3-6 6-3 [10-5]

L0000885 松田テニス塾 兵庫県 中村 直子 [7] 江成 紀子  

8 L0002877

相模原グリーンテニスクラ

ブ 神奈川県 江成 紀子  岡 美和子 [4]

L0006392 若林ＴＣ 東京都 岡 美和子 [4]  長﨑 慶子

9 L0006132 ウィッシュ 東京都 長﨑 慶子 岡 美和子 [4] 6-2 6-1

    長﨑 慶子  

10    Bye 3  岡 美和子 [4]

L0000065 水戸グリーンテニスクラブ 茨城県 工藤 桂子  長﨑 慶子

11 L0010558

あざみ野ローンテニスクラ

ブ 神奈川県 福田 美希子 工藤 桂子 6-4 6-2

L0008472

ＴＡＩ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ｓ

ｃｈｏｏｌ 東京都 大川 美小江 福田 美希子  

12 L0003078

ラポームあすなろラケット

クラブ 群馬県 荻原 昌子 6-3 6-2 岡 美和子 [4]

L0009789 黄檗台テニスクラブ 京都府 中原 倫子  長﨑 慶子

13 L0007549 福井テニスクラブ 福井県 中島 亮子 有井 宏美 7-5 6-0

L0007409 田柄テニスクラブ 東京都 有井 宏美 田中 洋子  

14 L0000355 札幌テニス協会 北海道 田中 洋子 w.o. 南 弘子 [8]

     金山 佳枝

15    Bye 5 南 弘子 [8] 6-0 6-2

L0010830 Ａ・ＣＵＢＥテニスクラブ 大阪府 南 弘子 [8] 金山 佳枝  

16 L0010944 ユニバー神戸テニス倶楽部 兵庫県 金山 佳枝  岡 美和子 [4]

L0007910 荏原ＳＳＣ 神奈川県 森 秀子 [6]  長﨑 慶子

17 L0011534 足柄ローンテニスクラブ 神奈川県 芦谷 貴子 森 秀子 [6] 7-5 6-2

    芦谷 貴子  

18    Bye 6  森 秀子 [6]

L0005807 チームウェンズ 京都府 川瀬 啓子  芦谷 貴子

19 L0007133 甲子園テニスクラブ 兵庫県 谷中 敬子 杉山 豊子 7-5 6-1

L0002767 寒川ローンテニスクラブ 神奈川県 杉山 豊子 荘 昌子  

20 L0000314 楠クラブ 千葉県 荘 昌子 6-4 7-6(2) 森 秀子 [6]

L0012621 高松ローンテニスクラブ 香川県 田村 祐子  芦谷 貴子

21 L0012274 テニスクラブＡＲＴ 岡山県 石原 房子 田村 祐子 6-3 6-7(2) [10-3]

L0019321 川西市ローンテニスクラブ 兵庫県 林 陽子 石原 房子  

22 L0010926 川西市ローンテニスクラブ 兵庫県 西尾 弘子 6-2 6-3 田村 祐子

     石原 房子

23    Bye 4 大坪 雅子 [3] 6-3 6-3

L0002606 徳秀苑庭球倶楽部 大阪府 大坪 雅子 [3] 日野原 暁美  

24 L0012244 ファミリーテニスクラブ 兵庫県 日野原 暁美  中井 佳代子 [2]

L0004408 ＴＢＮ 広島県 中川 まみ [5]  炭谷 綾子

25 L0009123

サンランドロイヤルテニス

クラブ 兵庫県 森田 優子 中川 まみ [5] 7-5 6-3

    森田 優子  

26    Bye 8  赤城 左絵

L0011350 四ノ宮ＴＣ 京都府 今西 量子  越後 克子

27 L0019241

芦屋国際ローンテニスクラ

ブ 兵庫県 原 元子 赤城 左絵 6-4 6-4

L0011582 ビッグＫ立野ＴＣ 東京都 赤城 左絵 越後 克子  

28 L0008984 東宝調布テニスクラブ 東京都 越後 克子 6-4 6-2 中井 佳代子 [2]

L0012109 双実テニスクラブ 埼玉県 山下 由起  炭谷 綾子

29 L0005220 大井ファミリー 埼玉県 長畑 淳子 山下 由起 6-1 6-4

L0008490 アクトスポーツクラブ 静岡県 浅田 よし子 長畑 淳子  

30 L0004221 ＫＰＩ 東京都 米岡 喜代美 6-4 7-5 中井 佳代子 [2]

     炭谷 綾子

31    Bye 2 中井 佳代子 [2] 6-3 6-2

L0003938

和歌山グリーンテニスクラ

ブ 和歌山県 中井 佳代子 [2] 炭谷 綾子  

32 L0003830

上尾セントラルテニスクラ

ブ 埼玉県 炭谷 綾子  

    

   


