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

    

1 L0001928

明治神宮外苑テニスクラ

ブ 東京都 中島 小波 [1]  

    中島 小波 [1]

2    Bye 1   

     中島 小波 [1]

3 L0006222 ＢＩＷＡテニスクラブ 滋賀県 柏本 照子  6-1 6-3

    柏本 照子  

4 L0012504 さつき野テニスクラブ 大阪府 村尾 厚子 6-2 6-1  

     金丸 君子 [6]

5 L0011558 スウィングＴＣ 長野県 清水 由紀子  6-3 7-6(2)

    清水 由紀子  

6 L0004156

名古屋ローンテニス倶楽

部 愛知県 加藤 啓子 6-3 6-3  

     金丸 君子 [6]

7 L0005456 ウッドテニス 神奈川県 田辺 悦子  6-4 6-1

    金丸 君子 [6]  

8 L0012581 リバーサイドＴ．Ｃ 埼玉県 金丸 君子 [6] 6-3 6-1  

     土屋 章子 [5]

9 L0003418 荏原ＳＳＣ 神奈川県 長尾 文子 [3]  4-6 6-2 7-5

    長尾 文子 [3]  

10    Bye 3   

     長尾 文子 [3]

11 L0001776 大正セントラルＴＣ目白 東京都 山本 佳代  6-4 4-6 6-1

    山本 佳代  

12 L0019780 上本テニススクール 広島県 門田 克子 6-1 6-2  

     土屋 章子 [5]

13 L0009401

武蔵野ローンテニスクラ

ブ 東京都 伊藤 由美子  6-0 6-1

    伊藤 由美子  

14  イーストフィールド 岡山県 青山 邦子 6-0 6-0  

     土屋 章子 [5]

15 L0018878 ブルースカイ 愛知県 川北 啓子  6-1 6-0

    土屋 章子 [5]  

16 L0000726

ヴァルブランシュテニス

クラブ 京都府 土屋 章子 [5] 6-0 6-0  

     土屋 章子 [5]

17 L0001606 イースタンテニスクラブ 千葉県 多羅尾 清子 [7]  5-7 6-4 6-4

    多羅尾 清子 [7]  

18 L0007090

名古屋ローンテニス倶楽

部 愛知県 織田 美代子 1-6 6-2 6-3  

     藤井 千鳥

19 L0019116 岡山ローンテニスクラブ 岡山県 藤井 千鳥  6-0 1-6 6-2

    藤井 千鳥  

20 L0007884 ウッドテニス 神奈川県 諸江 博子 6-3 7-6(4)  

     中村 規子 [4]

21 L0002904 神崎 東京都 小林 のり子  6-0 7-5

    小林 のり子  

22 L0006157 ハロースポーツ 京都府 岡野 光子 6-1 6-0  

     中村 規子 [4]

23    Bye 4  6-0 6-2

    中村 規子 [4]  

24 L0002652 多田ハイグリーンＴ．Ｃ 兵庫県 中村 規子 [4]   

     中村 規子 [4]

25 L0002835 田園テニス倶楽部 東京都 八尾村 純子 [8]  7-5 6-1

    八尾村 純子 [8]  

26 L0005149

テニスガーデン　レニッ

クス 神奈川県 若槻 よし子 6-1 6-7(6) 6-4  

     八尾村 純子 [8]

27 L0019779 上本テニススクール 広島県 小林 孝子  6-4 6-0

    香川 知惠子  

28 L0011342 テニスプラザＹＡＯ 大阪府 香川 知惠子 6-3 6-3  

     浅沼 栄子 [2]

29 L0003674

蓮田グリーンテニスクラ

ブ 埼玉県 古阪 訓子  6-1 6-3

    桑原 能理子  

30 L0012463 西尾ローンテニス 愛知県 桑原 能理子 3-6 6-2 6-2  

     浅沼 栄子 [2]

31    Bye 2  6-1 6-4

    浅沼 栄子 [2]  

32 L0000610

百合ヶ丘ファミリーＴ．

Ｃ 神奈川県 浅沼 栄子 [2]  

    

   


