
　　ABクラス < 予選 >　　ABクラス < 予選 >　　ABクラス < 予選 >　　ABクラス < 予選 >　　　　　　１Ｒ　　　　　２Ｒ

　　　　1・笠井和子・松永明子                       
　　　　　（　松原TC　・　TTC　）

　６－０　６－０　６－０　６－０
　　　　2・川村千鶴・飯野純子 　６－１　６－１　６－１　６－１

　　　　　（　　　サムライ　　　） 　　Ａブロック　　Ａブロック　　Ａブロック　　Ａブロック
　６－１　６－１　６－１　６－１

　　　　3・飯泉友梨子・山中紀美 　６－１　６－１　６－１　６－１
　　　　　（　ZOEN　・　フリー　）

　６－１　６－１　６－１　６－１
　　　　4・霧生香・増田智子 　６－４　６－４　６－４　６－４
　　　　　（　SPTC・アトミック　）

　　　　5・細田佐恵子・安藤雅樹子
　　　　　（　ZOEN・更科庭球会　）

　６－０　６－０　６－０　６－０
　　　　6・河村靖子・北山静 　７－５　７－５　７－５　７－５

　　　　　（　　　松原TC　　　） 　　Ｂブロック　　Ｂブロック　　Ｂブロック　　Ｂブロック
　３－６　３－６　３－６　３－６

　　　　7・津田由江・高橋靖子 　６－３　６－３　６－３　６－３
　　　　　（　　　　SPTC　　　　） 　６－３　６－３　６－３　６－３

　６－４　６－４　６－４　６－４
　　　　8・渡辺淑江・岩見順子 　６－２　６－２　６－２　６－２
　　　　　（　　STC　・イースタン　　）

　　　　9・斉藤悦子・八田圭子
　　　　　（　　　船橋さくら　　　）

　６－２　６－２　６－２　６－２
　　　10・山下智子・小林有子 　６－３　６－３　６－３　６－３

　　　　　（　　　　SPTC　　　　） 　　Ｃブロック　　Ｃブロック　　Ｃブロック　　Ｃブロック
　７－６(2)　７－６(2)　７－６(2)　７－６(2)

　　　11・桜井浩美・嘉山和子 　６－３　６－３　６－３　６－３
　　　　　（　　　アトミック　　　）

　６－２　６－２　６－２　６－２
　　　12・若林幸代・佐々優子 　６－３　６－３　６－３　６－３
　　　　　（NST・流山グリーンTC）

　　　13・萱野さつき・鈴木由美子
　　　　　（　イースタン・ＮＳＴ　）

　　WO　　WO　　WO　　WO
　　　14・久保淳子・藤巻恵子

　　　　　（　STC　・　OAC　） 　　Ｄブロック　　Ｄブロック　　Ｄブロック　　Ｄブロック
　６－０　６－０　６－０　６－０

　　　15・植田麻衣子・小出小百合 　６－１　６－１　６－１　６－１
　　　　　（　　　ミニーズ　　　）

　６－３　６－３　６－３　６－３
　　　16・高橋樹・山崎五月 　６－３　６－３　６－３　６－３
　　　　　（　　　ＳＰＴＣ　　　　）



          1R            2R
　　　17・坂本智美・石黒友希
　　　　　（　サムライ・SPTC　）

　　WO　　WO　　WO　　WO
　　　18・織戸悟子・栗原めぐみ

　　　　　（　　ローズヒルTC　　） 　　Ｅブロック　　Ｅブロック　　Ｅブロック　　Ｅブロック
　７－５　７－５　７－５　７－５

　　　19・鈴木沙央里・高橋操 　６－３　６－３　６－３　６－３
　　　　　（　フリー　・　SPTC　）

　６－２　６－２　６－２　６－２
　　　20・酒井知代子・岩上なつき 　２－６　２－６　２－６　２－６
　　　　　（　新東日本シュガー　） 　６－３　６－３　６－３　６－３

　　　21・市川早苗・大谷美佳
　　　　　（ZOEN・田喜野井Gテニス）

　６－１　６－１　６－１　６－１
　　　22・若林千穂子・辻あさ美 　６－０　６－０　６－０　６－０

　　　　　（　リーベTC・鷹の台　　） 　　Ｆブロック　　Ｆブロック　　Ｆブロック　　Ｆブロック
６６６６(2)(2)(2)(2)－７－７－７－７

　　　23・磯野朋恵・清水川浄子 　６－４　６－４　６－４　６－４
　　　　　（　　　　SPTC　　　　） 　６－２　６－２　６－２　６－２

　６－２　６－２　６－２　６－２
　　　24・水野理香・日向美志 　６－４　６－４　６－４　６－４
　　　　　（　松原TC　・　フリー　）

　　　25・中山芽久美・大野志穂
　　　　　（　ＳＰＴＣ　・　ＷＥＤ　）

　　WO　　WO　　WO　　WO
　　　26・加藤めぐみ・澤田尚子

　　　　　（　　新東日本シュガー　　） 　　Ｇブロック　　Ｇブロック　　Ｇブロック　　Ｇブロック
　６－３　６－３　６－３　６－３

　　　27・宮川素奈緒・立野優子 　６－２　６－２　６－２　６－２
　　　　　（　　小金原　・　TMI　　）

　６－１　６－１　６－１　６－１
　　　28・中園美和・豊田幸恵 　６－０　６－０　６－０　６－０
　　　　　（　スワンズ　・　リーベTC　）

　　　29・青木奈央・斉藤綾子
　　　　　（　　JSSアリーナ　　）

　６－１　６－１　６－１　６－１
　　　30・西田秀子・菊池久奈 　６－０　６－０　６－０　６－０

　　　　　（　ハザード・SPARK　） 　　Ｈブロック　　Ｈブロック　　Ｈブロック　　Ｈブロック
　６－０　６－０　６－０　６－０

　　　31・鈴木良枝・松田隆子 　６－２　６－２　６－２　６－２
　　　　　（　　CCL・SPTC　　　）

　６－０　６－０　６－０　６－０
　　　32・中村晶子・中村慶 　６－０　６－０　６－０　６－０
　　　　　（　スパイス・紙敷　）



 A B クラス   <  本 戦  > A B クラス   <  本 戦  > A B クラス   <  本 戦  > A B クラス   <  本 戦  >
　　　　ドローは抽選になります！

           QF　　　　　ＳＦ　　　　　　　Ｆ
 細田佐恵子・安藤雅樹子
 （　ZOEN・更科庭球会　）

　７－５　７－５　７－５　７－５
 高橋樹・山崎五月 　６－２　６－２　６－２　６－２
 （　　　ＳＰＴＣ　　　　）

　６－２　６－２　６－２　６－２
　６－１　６－１　６－１　６－１

 笠井和子・松永明子
 （松原TC　・　TTC）

　６－１　６－１　６－１　６－１
　斉藤悦子・八田圭子 　６－１　６－１　６－１　６－１
　（　　船橋さくら　　）

　６－４　６－４　６－４　６－４
　６－０　６－０　６－０　６－０

 青木奈央・斉藤綾子
 （　　JSSアリーナ　　）

　２－６　２－６　２－６　２－６
 中園美和・豊田幸恵 　６－２　６－２　６－２　６－２
（スワンズ　・　リーベTC） 　６－４　６－４　６－４　６－４

　６－３　６－３　６－３　６－３
 水野理香・日向美志 　６－２　６－２　６－２　６－２
 （　松原TC　・　フリー　）

　６－４　６－４　６－４　６－４
 坂本智美・石黒友希 　６－４　６－４　６－４　６－４
 （　サムライ・SPTC　）

本戦　3位決定戦本戦　3位決定戦本戦　3位決定戦本戦　3位決定戦
 　　　　 細田佐恵子・安藤雅樹子
 　　　　 （　ZOEN・更科庭球会　）

　７－６(2)　７－６(2)　７－６(2)　７－６(2)
 　　　　 中園美和・豊田幸恵 　３－６　３－６　３－６　３－６
　　　　　（スワンズ　・　リーベTC） 　６－１　６－１　６－１　６－１

コンソレ　3位決定戦コンソレ　3位決定戦コンソレ　3位決定戦コンソレ　3位決定戦
　　　    酒井知代子・岩上なつき
　　　　　（　新東日本シュガー　）

　０－６　０－６　０－６　０－６
　　　    磯野朋恵・清水川浄子 　６－１　６－１　６－１　６－１
　　　　　（　　　　SPTC　　　　） (１０－８)(１０－８)(１０－８)(１０－８)



コ　ン　ソ　レコ　ン　ソ　レコ　ン　ソ　レコ　ン　ソ　レ ドローは抽選になります！

          1R            ＱＦ　　　　　ＳＦ　　　　　　　Ｆ
　　  　  加藤めぐみ・澤田尚子
　　　　　（　新東日本シュガー　）

　６－３　６－３　６－３　６－３
　　　    若林千穂子・辻あさ美 　７－５　７－５　７－５　７－５
　　　　　（　リーベTC・鷹の台　　）

　６－３　６－３　６－３　６－３
　　　　  川村千鶴・飯野純子 　６－３　６－３　６－３　６－３
　　　　　（　　　サムライ　　　）

　６－４　６－４　６－４　６－４
　　　    鈴木良枝・松田隆子 　６－４　６－４　６－４　６－４
　　　　　（　　CCL・SPTC　　　）

　６－０　６－０　６－０　６－０
　６－３　６－３　６－３　６－３

　　　    酒井知代子・岩上なつき
　　　　　（　新東日本シュガー　）

　６－２　６－２　６－２　６－２
　　　    宮川素奈緒・立野優子 　２－６　２－６　２－６　２－６
　　　　　（　　小金原　・　TMI　　） (10－７)(10－７)(10－７)(10－７)

　６－２　６－２　６－２　６－２
　　　　   河村靖子・北山静 　７－６(5)　７－６(5)　７－６(5)　７－６(5)
　　　　　（　　　松原TC　　　）

　４－６　４－６　４－６　４－６
　　　　   渡辺淑江・岩見順子 　６－０　６－０　６－０　６－０
　　　　　（　　STC　・イースタン　　） (１０－８)(１０－８)(１０－８)(１０－８)

　６－２　６－２　６－２　６－２
　　　    植田麻衣子・小出小百合 　６－４　６－４　６－４　６－４
　　　　　（　　　ミニーズ　　　）

　６－２　６－２　６－２　６－２
　　　    西田秀子・菊池久奈  ７－６(7) ７－６(7) ７－６(7) ７－６(7)
　　　　　（　ハザード・SPARK　）

　１－６　１－６　１－６　１－６
　　　    久保淳子・藤巻恵子 　６－２　６－２　６－２　６－２
　　　　　（　STC　・　OAC　）  （10-1） （10-1） （10-1） （10-1）

　７－５　７－５　７－５　７－５
　　　    磯野朋恵・清水川浄子 　６－１　６－１　６－１　６－１
　　　　　（　　　　SPTC　　　　）

　６－３　６－３　６－３　６－３
　　　    山下智子・小林有子 　６－１　６－１　６－１　６－１
　　　　　（　　　　SPTC　　　　）

　　ＷＯ　　ＷＯ　　ＷＯ　　ＷＯ
　　　　  飯泉友梨子・山中紀美
　　　　　（　ZOEN　・　フリー　）

　６－３　６－３　６－３　６－３
　　　    桜井浩美・嘉山和子 　７－６(3)　７－６(3)　７－６(3)　７－６(3)
　　　　　（　　　アトミック　　　）


