
平成14年８月11日～　日

うつぼテニスセンター(東園）
選手名 所属

吉澤 綾野 (関東・桜田倶楽部)
1 1 望月 綾 (関東・桜田倶楽部)

2 bye

石塚 桃子 (東海・ﾆｭｰｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝTC)
3 北村 茜 (東海・ﾆｭｰｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝTC)

石塚・北村

梶原 亜沙子 (四国・TEAM JOY) 60 61
4 永井 美由紀 (四国・ﾘｰｶﾞTS)

太田 恵莉 (関西・大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ)
5 長谷川 晃子 (関西・大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ)

太田・長谷川

石川 可南子 (関東・FUSS) 60 63
6 下川 真央 (関東・FUSS)

7 bye

的場 裕加 (関西・大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ)
7 8 濱崎 歩 (関西・大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ )

内田 彩香 (関東・武蔵野ﾄﾞｰﾑTS)
3 9 内藤 陽子 (関東・武蔵野ﾄﾞｰﾑTS)

10 bye

吉岡 舞 (中国・ふくいTC)
11 伊藤 綾香 (中国・ｱｷﾗITC)

吉岡・伊藤

中谷 亜理沙 (中国・NBTG) 64 64
12 矢川 智恵 (中国・やすいそ庭球部)

川崎 智恵美 (北海道・土野TS)
13 加藤 瑛美 (北海道・ｴﾙﾊﾞｯﾊTC)

川崎・加藤

田中 江奈 (四国・桜町中) 75 63
14 樋笠 陽子 (四国・桜町中)

15 bye 吉澤 綾野 (関東・桜田倶楽部)
1 望月 綾 (関東・桜田倶楽部)
辰野 愛美 (関西・夙川学院中）

穴見 優 (関東・JITC) 2 小笹 衣利可 (関西・夙川学院中）
6 16 瀬間 詠里花 (関東・朝日生命久我山SC) 内田 彩香 (関東・武蔵野ﾄﾞｰﾑTS)

3 内藤 陽子 (関東・武蔵野ﾄﾞｰﾑTS)
越野 由梨奈 (東海・ﾌｪｽﾀTC)

決勝戦 4 田島 亜也奈 (東海・ﾌｪｽﾀTC)
小南 ちあき (関西・ｵｰｼﾞｰｽﾎﾟｰﾂ)

No.1 内田・内藤 5 安部 千尋 (関西・大丸TS高槻)
穴見 優 (関東・JITC)

6 瀬間 詠里花 (関東・朝日生命久我山SC)
的場 裕加 (関西・大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ)

No.2 高原・重藤 7 濱崎 歩 (関西・大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ )
平田 愛美 (関東・J. STAP)

8 市川 有紗 (関東・武蔵野ﾄﾞｰﾑTS)

吉澤・望月
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穴見・瀬間

61 63

内田・内藤

62 64

的場・濱崎

75 60

内田・内藤

46 63 62

シード選手

14GD 32Draw No.1

内田・内藤

36 61 75

46 64 76(5)

吉澤・望月

64 57 61
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選手名 所属

小南 ちあき (関西・ｵｰｼﾞｰｽﾎﾟｰﾂ)
5 17 安部 千尋 (関西・大丸TS高槻)

18 bye

藤原 舞 (北海道・ｴﾙﾊﾞｯﾊTC)
19 杉山 有紀 (北海道・ｽｳｲﾝｸﾞ89)

藤原・杉山

小松 佳南 (東北・秋田ｱｽﾚﾃｨｯｸＣ) 61 63
20 熊谷 桃子 (東北・秋田ｱｽﾚﾃｨｯｸＣ)

柿崎 優美 (北信越・上田市ｽﾎﾟｰﾂ少年団)
21 片倉 愛衣 (北信越・ﾃﾆｽﾁｰﾑ諏訪湖)

中野・須賀

中野 佑美 (九州・岩田屋TS) 76(5) 62
22 須賀 悠 (九州・ｽｶﾞTS)

23 bye

越野 由梨奈 (東海・ﾌｪｽﾀTC)
4 24 田島 亜也奈 (東海・ﾌｪｽﾀTC)

平田 愛美 (関東・J. STAP)
8 25 市川 有紗 (関東・武蔵野ﾄﾞｰﾑTS)

26 bye

高原 沙織 (九州・ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ九州)
27 重藤 真知子 (九州・筑陽学園中)

高原・重藤

和泉 伶香 (東北・ﾅｽﾊﾟTA) 76(2) 75
28 遠藤 由子 (東北・ﾅｽﾊﾟTA)

石田 佳菜子 (東海・佐鳴台LTC)
29 高畑 寿弥 (東海・ﾆｭｰｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝTC)

石田・高畑

品田 祐希 (北信越・ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 63 63
30 長井 美紗紀 (北信越・ｼﾊﾞﾀﾛｲﾔﾙTC)

31 bye

辰野 愛美 (関西・夙川学院中）
2 32 小笹 衣利可 (関西・夙川学院中）

上村 千都 (関西・ﾃﾆｽﾌｨｰﾙﾄﾞﾂｰﾌｫｰ)
1 西本 早希 (関西・ﾃﾆｽﾌｨｰﾙﾄﾞﾂｰﾌｫｰ)

ﾄｰﾅﾒﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ：佐藤政廣 小金井 理恵 (関東・荏原SSC)
2 渡辺 沙織 (関東・荏原SSC)

ﾚﾌｪﾘｰ：曽我良夫

14GD 32Draw No.2

辰野・小笹

63 61

補欠選手

高原・重藤

63 75

64 57 76(4)

高原・重藤

61 61

62 63

高原・重藤

中野・須賀

60 26 63

中野・須賀

藤原・杉山

75 64
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