
枝

女子シングルス本戦
※ Lマークはラッキールーザーを示します。

1. 唐沢 俊江 )( 霞ヶ関    
優勝

9. 中石 理恵 )( 遊乗会    

唐沢 俊江

2. 岡本 やす子 )( 名細       
80 86

10. 柴田 彩菜 )( KTCo     

3. 田島 啓子 )( HKクラブ 
80 87

11. 小山詠子 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  Ｌ
60

4. 篠田 綾子 )( ﾛｲﾔﾙP    
87 61 82

12. 川越 直美 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      

5. 西村 恵子 )( あさき     
77 85

13. 堀ノ内信子 )( 遊乗会    Ｌ
RET

6. 竹洞 純子 )( 一般       
81 81

14. 真崎 美那 )( 遊乗会    

Ｌ 7. 八木睦子 )( ＴＮＪ       
83 82

15. 山下 紀子 )( 一般       

8. 羽生田 あかね )( HKクラブ 
81 81

16. 戸賀沢 幸枝 )( Poco       

----- ３位決定戦 -----

8 羽生田あかね )( HKクラブ 

16 戸賀沢幸枝 )( Poco       
RET

女子ダブルス本戦
※ Lマークはラッキールーザーを示します。

1.
平岡 栄子 )( 一般       優勝

9.
田中 節子 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      

戸賀沢 幸枝 )( Poco       平岡 栄子 島田 範子 )( ﾌｫﾚｽﾄ    

2.
松原久美 )( HKクラブ 83 戸賀沢 幸枝 84

10.
渡辺綾子 )( 一般       

須田千香子 )( 名細       横田恵美子 )( 一般       

3.
三浦文子 )( あさき     82 86

11.
竹洞純子 )( 一般       

池田加代子 )( あさき     
64 岸田真由美 )( ﾛｲﾔﾙP    

4.
大久保 幸 )( Ｐoco      82 64 86

12.
福岡 厚子 )( ｽﾏｯｼｭ    

真中 孔美 )( 名細       土屋 久美子 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      

5.
佐伯 映子 )( ﾛｲﾔﾙP    81 30

13.
鈴木 真弓 )( あさき     

関根 智子 )( ﾛｲﾔﾙP    
RET 山本 清美 )( あさき     

6.
手塚礼子 )( あさき     85 86

14.
上川和子 )( ｽﾏｯｼｭ    

野崎享子 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      飯嶌小夜子 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      

7.
羽生田 あかね )( HKクラブ 82 87

15.
本田陌子 )( 遊乗会    

羽生田 美津 )( HKクラブ 滝沢啓子 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      

8.
高根 幸子 )( あさき     87 81

16.
小林 節子 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      

甲斐 典子 )( あさき     岡 真佐子 )( 名細       

----- ３位決定戦 -----

8
高根 幸子 )( あさき     

甲斐 典子 )( あさき     高根 幸子

１６
小林節子 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      ＲＥＴ 甲斐 典子

岡　真佐子 )( 名細       

【シード順位】
  1 唐沢俊江    5 篠田綾子
  2 戸賀沢幸枝  6 三村玲子
  3 川越直美    7 羽生田あかね
  4 西村恵子    8 中石理恵

【シード順位】
  1 平岡･戸賀沢 5 高橋・甲斐
  2 小林・岡    6 大久保・真中
  3 福岡・土屋  7 鈴木・山本
  4 佐伯・関根  8 田中・島田
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