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斉藤　由美子 （キャンディー）

廣瀬　晃子 （キャンディー） 斉藤・廣瀬

高橋　幸恵 （Ｒｅｄ　Ｂｅａｎｓ） ６　３

小林　可奈 （キャンディー） 高橋・小林

金井　佳枝 （どりーむCOME） ６　４

藤本　由美 （センターコート） 斉藤・廣瀬

平林　範子 （Ｒｅｄ　Ｂｅａｎｓ） ６　１

矢部　美和子 （T-レガシーズ） 三澤・安部

三澤　千加子 （Ｍ、Ｍ、クラブ） ６　２

安部　知恵子 （Ｍ、Ｍ、クラブ） 辻田・坂田

辻田　弘美 （上田サンアップルT,C） ６　４

坂田　由香 （レモングラス） 辻田・坂田 斉藤・廣瀬

西澤　美恵子 （池の前Ｔ，Ｃ） ６　２ ７　５

橋詰　まゆみ （てんとう虫）

中澤　裕子 （Ｒｅｄ　Ｂｅａｎｓ）

浜　千代 （フェンネル） 中澤・浜

吉田　久子 （諏訪T.C） ７　６　（５）

柴　和枝 （諏訪T.C） 田村・宍戸

田村　優子 （ベレーザT,C） ７　６　（４）

宍戸　有里 （軽井沢ラケットクラブ） 中澤・浜

一杉　明子 （佐久T,C） ６　４     斉藤・廣瀬

佐々木　栄子 （てんとう虫） 一杉・佐々木   ７　５

森　三枝子 （ビーナちゃん） ６　２

石原　敏子 （ビーナちゃん） 竹内・内田

竹内　郁美 （トライアングル） ６　３

内田　陽子 （トライアングル）

永田　清江 （ハイジ）

鈴木　千絵 （ハイジ） 西田・望月 斉藤・廣瀬

西田　ひかる （須坂ローンＴＣ） ６　２ ６　２

望月　あやこ （須坂ローンＴＣ） 西田・望月

小林　由可里 （T-レガシーズ） W O

北野　理孔 （T-レガシーズ） 西田・望月

池上　照美 （個人登録会員） ６　２

杉浦　愛子 （個人登録会員） 間宮・和田

間宮　由美子 （上田サンアップルT,C） ６　２

和田　千寿子 （上田サンアップルT,C） 越川・内田

湯澤　すみ子 （ピュア駒ケ根） ６　０ 西田・望月

松﨑　康子 （ピュア駒ケ根） 越川・内田 ６　３

越川　弘子 （チームヒーロー） ６　０

内田　貞子 （チームヒーロー）

武田　はるみ （須坂ローンＴＣ）

武田　亜季 （須坂ローンＴＣ） 小池・杉森

小池　陽子 （なでしこ） W O

杉森　真砂 （ﾗﾌﾞﾘｰﾊﾟﾝﾀﾞ） 小池・杉森

宮尾　純子 （えびのこ） ６　３

竹下　淑子 （Teamルピナス） 小池・杉森

倉石　雅子 （ｍ＆ｍ） ６　４

青木　千恵 （ｍ＆ｍ） 得能・杉山

得能　有香 （センターコート） ６　３

杉山　江津子 （センターコート） 瀬戸・石崎

瀬戸　久子 （チームヒーロー） ６　３

石﨑　喜美子 （チームヒーロー）

３位決定戦 西田　ひかる

望月　あやこ 竹井・西田

竹井　道子 ６　０

西田　真紀子
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シード順
No.1斎藤　広瀬 　 No.2岩谷　小山 　No.3 大和　米山　　No.4永田　鈴木　 No. 5 竹内　内田No.6湯浅 　高木

No.7 清水　藤森　 No.8瀬戸　石崎　 No.9平田　寺崎 No.10 中澤　浜、武田　武田No.12春原　小林

No.13西澤　今度　 No.14 橋詰　西澤　No.15荻原　寺沢　 No.16　越川　内田
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湯浅　敦子 （なでしこ）
正木・武井 高木　保子 （なでしこ）

６　４ 正木　始子 （カジヤテニス）
正木・武井 武井　弘子 （カジヤテニス）

６　１ 山岸　ゆかり （チームヒーロー）
正木・武井 関戸　秀子 （ラビッツ）

７　５ 中川　美代子 （上田サンアップルT,C）
中川・山下 山下　浩子 （上田サンアップルT,C）

６　３ 林　志麻江 （どりーむCOME）
春原・小林 佐藤　理恵 （どりーむCOME）

６　３ 春原　嘉子 （カジヤテニス
竹井・西田 小林　明子 （個人登録会員）

６　４ 荻原　公美子 （ラビッツ）
埴渕・野口 寺沢　千鶴子 （西和田ＴＣ）

６　０ 埴渕　恭子 （ﾗﾌﾞﾘｰﾊﾟﾝﾀﾞ）
竹井・西田 野口　美智子 （ﾗﾌﾞﾘｰﾊﾟﾝﾀﾞ）

６　１ 竹井　道子 （みなみっ子）
竹井・西田 西田　真紀子 （Ｒｅｄ　Ｂｅａｎｓ）

竹井・西田 ６　４ 綿貫　由利子 （チームヒーロー）
７　５ 涌井　美代子 （ｍ＆ｍ）

大久保　フミコ （Teamルピナス）
高橋・太田 松澤　絵美 （Ｒｅｄ　Ｂｅａｎｓ）

大和・米山 ６　１ 高橋　真紀 （ラビッツ）
６　３ 太田　啓代 （ラビッツ）

大和　優子 （キャロット）

米山　さなえ （キャロット）

清水　茂子 （佐久T,C）
岩谷・小山 清水・藤森 藤森　千恵美 （佐久T,C）

６　４ ７　６　（４） 本郷　美保 （なでしこ）
本郷・植木 植木　春美 （なでしこ）

６　４ 塩澤　和子 （フェイ）
清水・藤森 高山　礼子 （フェイ）

６　３ 伊藤　京子 （サングリーン）
羽山・上田 上沼　洋子 （なでしこ）

６　４ 羽山　登志子 （ﾗﾌﾞﾘｰﾊﾟﾝﾀﾞ）
平田・寺崎 上田　礼子 （Ｍ、Ｍ、クラブ）

岩谷・小山 ７　５ 平田　真理 （フレンドリー）
６　１ 寺﨑　清美 （フレンドリー）

西澤　房代 （フェイ）
西澤・今度 今度　三紀子 （西和田ＴＣ）

７　５ 吉田　生子 （Ｍ、Ｍ、クラブ）
西澤・今度 伊藤　史子 （Ｍ、Ｍ、クラブ）

６　３ 松坂　陽子 （フェイ）
松坂・島田 島田　浩子 （フェイ）

６　３ 柴　みどり （フェンネル）
岩谷・小山 市瀬　文代 （フェンネル）

６　２ 末上　直子 （個人登録会員）
末上・高木 髙木　美保子 （個人登録会員）

W O 山田　祐子 （T-レガシーズ）
岩谷・小山 植田　澄江 （T-レガシーズ）

６　０ 岩谷　眸未 （チームヒーロー）

小山　晴美 （フェイ）

中澤　裕子
中澤・浜 浜　千代

７　６　（５） 小池　陽子
中澤・浜 杉森　真砂

６　２ 正木　始子
清水・藤森 武井　弘子

６　４ 清水　茂子

藤森　千恵美
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５，６位決定戦
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