
４０ＷＤ
氏名 所属 1R 2R SF F

1 早野知実 グランドスラム
藤村純子 グランドスラム
2 柚山由香 横浜スポーツマンクラブ 柚山井上

井上泰子 東急嶮山スポーツガーデン 柚山井上 66475
3 境栄子 筑後の森TC 6163
古賀幸江 筑後の森TC 柚山井上

4 和田真由美 ファミリークラブ 7576(2)

佐藤ふみ子 ISP
5 bye 松田西本

6261
6 松田英美 若菱テニススクール
西本春美 宝塚PLTC 柚山井上

7 森扶美 太閤テニスクラブ 7576(6)

林敬子 ウインブルドン九州TC

8 bye 森林
366064

9 菅原郷子 狭間ローンテニスクラブ

三町浩子 日東 森林
10 渦尻幸子 チーム　オクヤマ 6061
松村陽紀 ライトテニスサークル

11 bye 土井竹嶋

645764
12 土井久美子 宮ノ森スポーツ倶楽部

竹嶋久美 楽々園GＴＣ
シード

1 早野知実
藤村純子
2 土井久美子
竹嶋久美



４５ＷＤ １Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ

氏名 所属
1 佐谷真理 ミズノ
小泉幸枝 Rond-Point
2 bye

佐谷小泉

3 原田裕子 TEAM  JANNU 6161
野崎美雪 小平テニスクラブ 広瀬国武

4 広瀬テル子 ファミリークラブ 6361
国武多津子 香椎クラシック 佐谷小泉

5 清水久子 難波徹PTT 6163
小寺文子 芦屋国際ローンテニスクラブ 清水小寺

6 田中洋子 札幌LTC 76(0)61

太田幸江 新札幌テニスクラブ 清水小寺

7 最所信子 ファミリークラブ　 6176(2)

枝國幸希子 ATM久留米 最所枝國

8 藤野睦子 長住テニスクラブ 6175
井手口安代 長住テニスクラブ 佐谷小泉

9 月川律子 コロニーグローブ 366160
佐々木ひとみ コロニーグローブ 月川佐々木

10 安田勢都子 油山T.C 614664
岡本和代 筑後の森TC 花房小田垣

11 野嵜八重子 名古屋ローンテニスクラブ 6163
水野弘子 名古屋ローンテニスクラブ 花房小田垣

12 花房るり子 ガーデングリーンテニスクラブ 6260
小田垣めぐみ 川沿テニスサークル 花房小田垣

13 川田洋子 キャンプツー 6263
山下佐余子 油山テニスクラブ 村上平尾

14 村上佳子 東急嶮山スポーツガーデン 166364 シード
平尾淳子 テニスガーデンレニックス 村上平尾 1 佐谷真理

15 柏和恵 ロブテニスアカデミー 7560 小泉幸枝
竹尾多美子 別府ローンテニスクラブ 深田松本 2 深田三枝子

16 深田三枝子 足立ガーデンテニススクール 7563 松本　典子
松本　典子 ふくいテニスクラブ 3 花房るり子

小田垣めぐみ
4 清水久子
小寺文子



５０ＷＤ １Ｒ ２Ｒ ３Ｒ ＳＦ Ｆ

氏名 所属
1 丸野倫子 キロメキテニスクラブ

諸隈陽子 佐賀ローンテニスクラブ

Q 2 四方田好子 ファインヒルズTC 丸野諸隈

福田法子 香椎クラシックTC 矢澤大北 6062
Q 3 矢澤瑞珠 フォレストTC 7561

大北久美子 フォレストTC 來嶋鶴
4 松本里知子 ファミリークラブ 166362
奥村陽子 ファミリークラブ 岸本笠置

Q 5 岸本恵里子 ファミリークラブ 6262 來嶋鶴
笠置峰子 久山ロイヤルテニスクラブ 6162
6 來嶋由里子 横浜スポーツマンクラブ

鶴寿子 桜台テニスクラブ 中村黒田

7 中村規子 宝塚P.L.T.C 6362
黒田君枝 TEAM  MARS
8 中村直子 S.P.T.C 中村黒田

田村見輪子 瑞光TC 中村田村 6161
Q 9 中島小波 明治神宮外苑テニスクラブ 635764

金井一枝 国立スポーツ科学センター 中村黒田

10 冠城実千代 富士見が丘ローンテニスクラブ 6161
興野八重子 明治神宮外苑テニスクラブ 原藤井

Q 11 原百代 竜之口ファミリーテニスクラブ 266162 間島山崎
藤井千鳥 クーニーズ 266262

12 間島美代子 北広島T.C
山崎文子 ライジング 神長渡辺

13 山谷典子 ジョイフルアスレティッククラブ 754676(2)

工藤桂子 水戸フリーテニスクラブ

14 高木厚子 フラワーテニスクラブ 高木井本

井本豊子 千歳テニス協会 高木井本 6261
15 日谷裕子 多田ハイグリーンT.C 6362
大坪雅子 クリスタル 神長渡辺

16 栁秀子 キロメキテニスクラブ 6364
池田淳子 西福岡テニスクラブ 栁池田

Q 17 永野真里子 トキワクラブ伊豆高原 6475 神長渡辺

芹澤恵美子 アクトスポーツクラブ 6464
18 神長政子 湘南ファミリーテニスクラブ

渡辺永海 東急嶮山スポーツガーデン 神長渡辺

19 栗田恵子 久山ロイヤルTC 6260
西田幸子 ファミリークラブ

20 中村福代 油山テニスクラブ 中村小須田

小須田宏子 長住テニスクラブ 中村小須田 6461
21 丹野邦子 上郷グリーンヒルT.C 6060
岸本静枝 明治神宮外苑テニスクラブ 中村小須田

22 上平孝子 ドゥインドアテニススクール 753676(5)

戸田淳子 ドゥインドアテニススクール 真鍋石橋

23 真鍋つもる ファミリークラブ 6264 森山山下

ブ



予選

1 岸本恵里子 ファミリークラブ
笠置峰子 久山ロイヤルテニスクラブ 岸本恵里子
2 笠置峰子

3 四方田好子 ファインヒルズTC
福田法子 香椎クラシックTC 四方田好子
4 福田法子

5 原百代 竜之口ファミリーテニスクラブ

藤井千鳥 クーニーズ 原百代
6 藤井千鳥

7 矢澤瑞珠 フォレストTC
大北久美子 フォレストTC 矢澤瑞珠
8 大北久美子

9 永野真里子 トキワクラブ伊豆高原

芹澤恵美子 アクトスポーツクラブ 永野真里子
10 芹澤恵美子

11 中島小波 明治神宮外苑テニスクラブ

金井一枝 国立スポーツ科学センター 中島小波
12 横山悦子 ダイヤモンドテニスクラブ 85 金井一枝
今村佳草 ウインブルドン九州テニスクラブ

bye

bye

bye

bye

bye



５５ＷＤ １Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ

氏名 所属
1 古永安子 小平クラブ
藤波佳子 静岡テニスクラブ 古永藤波

2 清水倫代 東京グリーン 642676(4)

大島磯美 立野ローン 古永藤波

Q 3 石原房枝 大松テニスクラブ 6260
吉田芳子 大松テニスクラブ 長久堀

Q 4 長久雪 長住テニスクラブ 6463
堀和子 ファミリークラブ 古永藤波

5 山下英子 新日鉄八幡 76(4)64

高木恭子 長住テニスクラブ 野原日高

6 野原美由紀 熊本テニスクラブ 6364
日高美穂 熊本テニスクラブ 野原日高

7 久光妙子 筑後の森テニスクラブ 631662
佐々木信子 筑紫AMIテニスクラブ 久光佐々木

Q 8 小松範子 札幌ローンテニスクラブ 6460
栗原郁子 札幌ローンテニスクラブ 古賀渡辺

9 益子房子 関町ローンT.C 6260
中島郁代 ミタカテニスクラブ 及能中島

10 及能真利子 横浜ITC 6461
中島裕子 ミタカT.C. 及能中島

11 樋山幸恵 万博テニスガーデン 6462
井上タミコ 万博テニスガーデン 樋山井上

12 真鍋泰子 庭仁貴知・TC 6260
足立江津子 阪神テニスショップ 古賀渡辺

Q 13 梶原匡子 産業技術総合研究所つくばセンター 6161
角原京子 岡山大学テニスチーム 平山中村

14 平山香雪 ミタカT.C 6363 シード
中村和子 サントピアテニスクラブ 古賀渡辺 1 古永安子

15 小林のり子 神崎テニスカレッジ 266362 藤波佳子
柳川喜代子 昭和の森T.C 古賀渡辺 2 古賀日寿好

16 古賀日寿好 阪急仁川テニスクラブ 6261 渡辺秀子
渡辺秀子 万博T.G 3 山下英子

高木恭子
4 真鍋泰子
足立江津子

予　選
1 石原房枝 大松テニスクラブ
吉田芳子 大松テニスクラブ 石原房枝
2 bye 吉田芳子

3 清水智映子 あたごテニスクラブ
阿二康子 立川グリンテニスクラブ 小松範子
4 小松範子 札幌ローンテニスクラブ 86 栗原郁子
栗原郁子 札幌ローンテニスクラブ

5 川原政子 宗像JOY



６０ＷＤ １Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ

氏名 所属
1 高木陽子 モリタテニス企画
木村洋子 京王テニスクラブ 高木木村

2 河内千恵子 ブレントウッドR.C 6361
西田良子 香枦園テニスクラブ 高木木村

3 寺辺美佐子 奈良国際T.C 614662
原野幸子 チーム　ウェンズ 寺辺原野

4 津城愛子 福岡テニス倶楽部 6475
橋本和子 大野城TA 久保田手塚

5 久保田哲子 新日鉄穴生クラブ 644664
手塚美智子 明治神宮外苑テニスクラブ 久保田手塚

6 田口京子 千里丘テニスクラブ 6061
鷲見和子 トリプルF 久保田手塚

7 森山紀世美 八代ローンテニスクラブ 576461
町田紀代 立川テニスクラブ 柴山大前

8 柴山浩子 明治神宮外苑テニスクラブ 634663
大前紀子 立川グリーンTC 南井・清

9 松本房子 REX  KOBE 466462
伊藤寿美子 大阪国際ローンテニスクラブ 古川守田

10 古川静穂 クリーンビレッジ W O
守田三千代 熊本ローンT.C. 松岡山本

11 中村日出子 我孫子市T.C 76(4)63

池田教子 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ 松岡山本

12 松岡かよ子 エバーグリーンフォレスト横浜 6160
山本由美子 宮崎台テニスクラブ 南井・清

13 前原矩子 ミタカTC 631664
米田　郁子　明治神宮外苑テニスクラブ 前原米田

14 唐沢広子 明治神宮外苑テニスクラブ 76(3)3675 シード
湯浅幸 ピンクパンサーTC 南井清 1 高木陽子

15 箕輪恵子 新川テニスクラブ 6462 木村洋子
萩原起代子 緑ヶ丘ローンテニスクラブ 南井清 2 南井多恵子

16 南井多恵子 江戸川台テニスクラブ 466361 清孝江
清孝江 武蔵野ローンTC 3 松岡かよ子

山本由美子
4 久保田哲子
手塚美智子

予　選
1 田口京子 千里丘テニスクラブ
鷲見和子 トリプルF 田口京子
2 bye 鷲見和子

3 前原矩子 ミタカTC
米田　郁子　明治神宮外苑テニスクラブ 前原矩子
4 末宗玲子 新日鉄穴生クラブ 8 4 米田　郁子　
池辺和子 札幌L.T.C



６５ＷＤ １Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ

氏名 所属 1R 2R SF F
1 八木幸子 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ

井上文枝 平山台テニスクラブ
2 谷喜美子 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 柴山長島

古賀敞子 京王テニスクラブ 柴山長島 6075
3 柴山和子 長良川L.T.C 6263
長島千鶴子 名古屋L.T.C 藤岡坪倉

4 藤岡廣子 香枦園テニスクラブ 366263
坪倉美幸 宝塚PLTC
5 内山園子 関町LTC 藤岡坪倉

小林穂澄 SGTクラブ 内山小林 6260
6 安田裕子 小樽テニス協会 6464
矢代弘子 札幌LTC 小林遠藤

7 細川昌子 高知ローンTC 6363
田村郁 芦屋国際ローンテニスクラブ 小林遠藤

8 小林サヨ パピーテニスクラブ 6261 小林遠藤

遠藤朝子 湯河原ラケットクラブ 6062
9 星野陽子 田園テニスクラブ
林良子 明治神宮外苑テニスクラブ 小林遠藤

10 高山フミ子 楽々園グリーンテニスクラブ 6375
記谷千秋 五日市テニスクラブ 柚木田中

11 柚木邦子 岡山ローンテニスクラブ 6463 田村河村

田中恵子 長住テニスクラブ 6361
12 田村りつ子 東急嶮山スポーツガーデン シード
河村美弥子 富士見が丘L.T.C

1 八木幸子
井上文枝
2 田村りつ子

予　選 河村美弥子
1 谷喜美子 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 3 星野陽子
古賀敞子 京王テニスクラブ 谷喜美子 林良子
2 bye 古賀敞子 4 藤岡廣子

坪倉美幸
3 安田裕子 小樽テニス協会
矢代弘子 札幌LTC 安田裕子
4 bye 矢代弘子

5 高山フミ子 楽々園グリーンテニスクラブ

記谷千秋 五日市テニスクラブ 高山フミ子
6 錦木義子 枕崎T.C 8 6 記谷千秋
半田亮子 ATMクルメ
7 大迫幸江 下関テニス協会
諫山喜久子 久山ロイヤルTC 内山園子
8 内山園子 関町LTC 8 3 小林穂澄
小林穂澄 SGTクラブ



７０ＷＤ
氏名 所属

1 池田睦子 大阪国際ローンT.C
竹永圭子 熊本ローンＴＣ 相馬永田

2 相馬恭子 札幌ローンテニスクラブ 166263
永田圭子 札幌ローンテニスクラブ 相馬永田

3 早川タカ子 平山台TC 6375
正木公子 名古屋L.T.C 金子斉藤

4 金子千春 明治神宮外苑テニスクラブ 6361
斉藤恵美子 明治神宮外苑テニスクラブ 辰巳本部

5 北條行子 武蔵野ローンテニスクラブ 6362
岩崎貴久子 和光グリーンTC 竹田宮内

6 竹田久子 木更津テニスクラブ 76(5)63

宮内美枝 新座ローンT.C 辰巳本部

7 植田りう子 武蔵野ローンテニスクラブ 6264
塩野入英子 湘南シルバースターズテニスクラブ 辰巳本部

8 辰巳千代子 宇治LTC 6261
本部絹子 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ

シード
1 池田睦子
竹永圭子
2 辰巳千代子
本部絹子

予　選
1 植田りう子 武蔵野ローンテニスクラブ

塩野入英子 湘南シルバースターズテニスクラブ

2 bye
植田りう子

3 本籐和代 春日西T.C. 8 5 塩野入英子
岡口好子 春日西T.C. 西村・国光

4 西村精子 徳島ローンテニスクラブ 8 5
国光京子 阪急仁川テニスクラブ

5 相馬恭子 札幌ローンテニスクラブ

永田圭子 札幌ローンテニスクラブ

6 bye
相馬恭子

7 山下久栄 筑後テニス協会 8 4 永田圭子
古賀釉子 佐賀グリーン 山下・古賀

8 石井伸子 川崎テニスクラブ W O
重光知津子 東京ローンテニスクラブ


