
82

w.o 74

RET

86

84 82

84 81

篠田 由樹子 )( あさき       川越 直美 )( KTC会       

児島 壽子
)( ﾃﾆｽﾅｯﾂ   

吉川 政子
)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   

森井 亜弥 長岐 美智子

中川 美栗 85 84 水越 由美子

有水 恵美 80 84 塩野 幸恵子 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ    

鈴木 淑江 佐々木 ゆり
)( 遊乗会       

大川 恭子 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ   84 84 佐伯 映子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   

村山 美加
)( 個人        

鈴木 恭子
)( 名細          

大山 圭子 80 84 内田 貴子 )( PTC          

羽生田 美津枝 81 97 町田 栄子
)( 個人          

小原 喜代美 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 千葉 まゆみ

谷島 今日子
)( あさき       

須藤 珠美

新井 亜由子 97 84 土屋 玲奈

井上 舞子 古市 祐美

田家　弘美 高野 春美

林　慶子 81 97 池田 加代子

青木 佐智子 )( 遊乗会     85 83 足立 京子 )( Poco          

小峰 芳枝
)( 名細        

藤岡 まゆみ
)( 名細          

山越 紀子 84 86 皆川 浩子

鬼久保 清恵 若杉 克代

熊田 信子 98 w.o 酒井 明子

田辺 真由美
(７)

84 85 小野 忍

金子 由美子 )( 遊乗会     近藤 美穂

宮下 亜紀子
)( ﾃﾆｽﾅｯﾂ   

伊藤 祐子

8 )( あさき       20 )( あさき        

9 21

6

　※抽選は、3〜4、5〜8

12 24 )( ラピス        

【シ－ド順位】

1 篠田・児島　2 近藤・伊藤　3 千葉・須藤　4 新井・井上　　　

5 小原・谷島　6 川越・吉川　7 土屋・古市　8 金子・宮下

10 )( HKｸﾗﾌﾞ    22 )( HKｸﾗﾌﾞ      

11 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 23 )( あさき        

18 )( ﾗﾌﾞｵ-ﾙ      

7 )( 庭球塾     19 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   

5 )( HKｸﾗﾌﾞ    17

7-5

4 16

46

【ｼｰﾄﾞ順位】

1 千葉まゆみ　 2 須藤珠美

３　中村優子  ４ 加藤久美子

※抽選は、３～４

)( ﾗﾌﾞｵｰﾙ     

女子ダブルス（県予選の部）

1 13

2 )( 個人        14 )( あさき        

3 )( ﾗﾌﾞｵ-ﾙ    15

63

7 BYE 15 BYE

8 森井 亜弥 )( 個人        16 須藤 珠美

5 加藤 久美子 )( ＰＴＣ        13 鬼久保 清恵 )( HKクラブ    

6 BYE 14 BYE

)( 遊乗会       

3 植松 智美 )( 個人        11 BYE

4 小林 弘美 )( あさき       12 中村 優子

w.o

)( 遊乗会       

女子シングルス（県予選の部）

1 千葉 まゆみ )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ    9 山川 フナミ )( 霞ヶ関       

2 BYE 10 高﨑 恵美子
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川越市テニス協会




