
予選リーグ

1 　ブロック １―１ １―２ １―３ 順位 ４ 　ブロック ４―１ ４―２ ４―３ 順位

三村　洋子

ヨウコ

すがの台テニスクラブ 竹田　美百合 New Wind

田中　富子 すがの台テニスクラブ 小山　光江 キャロット

中野　啓子
刈谷テニスパーク（愛知県）

鈴木　静代 津グリーン（三重県）

山本　恵美 熱田の森（愛知県） 常盤　悦子 キャロル（三重県）

山城　恵
石川アドバンテージ（石川県）

新津　加代子 エーデル

冨田　紀子
石川アドバンテージ（石川県）

小林　恵美子 エーデル

2 　ブロック ２―１ ２―２ ２―３ 順位 ５ ブロック ５―１ ５―２ ５―３ 順位

河野　英子
八柱テニスクラブ（千葉県）

田川　美紀 ハイジ

都築　正子 白馬アルプ

渋谷　恵美

子

杏

久保田　敏子 下諏訪Ｔ．Ａ 浅野　道子 みんと

福沢　明子 ユニバースＴ．Ｃ 石田　和子 New Wind

田畑 恵子 エアーズ（富山県） 山本　真知子 桑名ＳＰＣ（三重県）

河野　雅子
グリーンテニスクラブ（富山県）

木下　登美子 桑名ＳＰＣ（三重県）

３ ブロック ３―１ ３―２ ３―３ 順位 ６ ブロック ６―１ ６―２ ６―３ 順位

大室　美知子 白馬アルプ 岡田　光子 クラブレット

降籏　陽子 白馬アルプ 峯村　英子 白馬アルプ

面高　まつみ なでしこ 河本　美代子
鈴鹿レディースＴＣ（三重県）

中沢　玲子 キャロット 松岡　芳江
鈴鹿レディースＴＣ（三重県）

松下　かおる 刈谷テニスパーク（愛知県）
石田　わか子 ビーナちゃん

伊東　美智子 守山グリーンＴ．Ｃ（愛知県）
杉本　久仁子 キャロット

（抽選ドロー）

(1/1)

三村　洋子

ヨウコ

すがの台テニスクラブ

田中　富子 すがの台テニスクラブ 三村・田中

河野　英子
八柱テニスクラブ（千葉県）

(3/2) 大室　美知子 白馬アルプ 64 都築　正子 白馬アルプ 河野・都築

降籏　陽子 白馬アルプ 大室・降旗

鈴木　静代 津グリーン（三重県） ７６（２）

(2/2) 久保田　敏子 下諏訪Ｔ．Ａ W・O
新津・小林

常盤　悦子 キャロル（三重県） 鈴木・常盤

福沢　明子 ユニバースＴ．Ｃ 60 中野　啓子
刈谷テニスパーク（愛知県）

75
松下・伊東

(5/1) 浅野　道子 みんと 山本　恵美 熱田の森（愛知県） 62

石田　和子 New Wind 浅野・石田

岡田　光子 クラブレット

(6/2) 河本　美代子 鈴鹿レディースＴＣ（三重県）

62
新津・小林

峯村　英子 白馬アルプ 松下・伊東

松岡　芳江
鈴鹿レディースＴＣ（三重県）

63 松下　かおる
刈谷テニスパーク（愛知県）

60
松下・伊東

(4/1) 新津　加代子 エーデル
新津・小林

伊東　美智子
守山グリーンＴ．Ｃ（愛知県）

62

小林　恵美子 エーデル 64 田川　美紀 ハイジ

(3/1) 面高　まつみ なでしこ

渋谷　恵美

子

杏

中沢　玲子 キャロット 石田・杉本

(5/2) 山本　真知子 桑名ＳＰＣ（三重県） 61

木下　登美子 桑名ＳＰＣ（三重県）
石田・杉本

(6/1) 石田　わか子 ビーナちゃん 61

杉本　久仁子 キャロット 田畑・河野

(1/2) 山城　恵
石川アドバンテージ（石川県）

62

冨田　紀子
石川アドバンテージ（石川県） 山城・須田

(4/2) 竹田　美百合 New Wind 62
田畑・河野

小山　光江 キャロット 62

(2/1) 田畑 恵子 エアーズ（富山県）

河野　雅子
グリーンテニスクラブ（富山県）
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