
２００９　アポロコースト 白子オープン ｉｎ サマー ２００９．６．２２（MON）～６．２７（SAT）

女子シングルス本戦

Ｓｅｅｄ/Ｓｔ． 名前 所属 2nd Round Semifinals Final

1 97 (1) 佐藤 朝子 グリーンテニスプラザ 鳰川 歩

2 548 (Q) 鳰川 歩 Ｋｅｎ’ｓ　Ｎａｇａｔｓｕｋａ　ＴＡ
60,64

岩井 綾音

3 193 池田 瞳 ＣＴＡ個人会員 岩井 綾音
36,60,76(2)

4 999 (Q) 岩井 綾音 Ｋｅｎ’ｓ　Ｎａｇａｔｓｕｋａ　ＴＡ
60,61

小和瀬 麻帆

5 150 (3) 杉田 裕美 京王赤城アカデミー 小和瀬 麻帆
63,60

6 185 小和瀬 麻帆 ＴＴＣ
62,60

小和瀬 麻帆

7 250 大津 由依 ｆｅｌｌｏｗｓ　ＳＰＯＲＴＳ 大津 由依
63,62 Winner:

8 307 折戸 さよみ ㈱ワコーテニス
62,62

小和瀬 麻帆

9 851 (LL) 三原 貴子 東海大学 三原 貴子
61,57,61

10 459 泉澤 晴香 アポロコーストＴＣ
61,63

寺師 彩夏

11 517 (Q) 寺師 彩夏 ＪＩＴＣ 寺師 彩夏
60,62

12 180 (4) 菅原 華子 Ｔｈｅ　Ｌｅｇｅｎｄ
60,60

寺師 彩夏

13 (Q) 松本 千広 ＩＮＡＢＡ　Ｔ．Ｓ 田中 菜穂子
76(7),63

14 274 田中 菜穂子 駒澤大学
63,36,62

田中 菜穂子

15 226 高澤 愛 マリーン庭球倶楽部 田中 祐子
63,62

16 111 (2) 田中 祐子 専修大学
60,60 選手立会人： 田中 裕樹

嶋田 壮馬

レ フ ェ リ ー ： 有坂　正

女子ダブルス本戦

Ｓｅｅｄ/Ｓｔ． 名前 所属 1st Round Semifinals Final

265 85 (1) 田中 祐子 専修大学  田中 祐子

180 田中 菜穂子 駒澤大学  田中 菜穂子

1148 642 日隈 詩織 アートヒルＴＣ 61,60  田中 祐子

506 名久井 聖良 志津ＴＣ  田中 菜穂子

1154 524 小澤 千浩 東洋英和女学院大学  小澤 千浩 62,67(2),76(1)

630 小澤 里恵子 東洋学園大学  小澤 里恵子 Winner:

432 432 渡辺 仁美 ビッグＫ 63,61  田中 祐子

山添 絵理 ウエスト横浜ＴＣ  田中 菜穂子

869 227 川上 明子 日本女子体育大学  天野 朋美 40,RET

642 樺島 ゆかり ＶＯＴＡ  坂本 智美

546 546 天野 朋美 サムライテニス 64,62  天野 朋美

坂本 智美 サムライテニス  坂本 智美

大河 真由 志津ＴＣ  小原 郁美 46,62,62

金澤 あすみ Ｋｅｎ’ｓ　Ｎａｇａｔｓｕｋａ　ＴＡ  池田 瞳

782 353 (2) 小原 郁美 東洋エンジニアリング 62,63

429 池田 瞳 ＣＴＡ個人会員

選手立会人： 佐藤 朝子

(1)～(4)：シード順位 　　　　　(WC)：ワイルドカード(主催者推薦）選手 八角 慧次郎

(Q)：予選勝者 　　　　　(LL)：予選敗者繰り上がり（ﾗｯｷｰﾙｰｻﾞｰ）

WO：対戦相手の欠場による不戦勝 　　　　　RET：対戦相手の途中棄権 レ フ ェ リ ー ： 有坂　正
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