
２０１０　アポロコースト 白子オープン ｉｎ サマー
女子シングルス予選①～④

Ｒａｎｋ Ｓｅｅｄ/Ｓｔ． 名前 所属 2nd Round Semifinals Final

1 135 (1) 中山 未紅子 ＴＴＣ 本戦へ

2 　Ｂｙｅ 矢沢 帆波

3 　Ｂｙｅ 矢沢 帆波

4 973 矢沢 帆波 チームＺＩＰ 小林 夏実

5 364 久我 まゆ美 葉山ＴＣ 小林 夏実 WO

6 559 小林 夏実 志津ＴＣ 85 小林 夏実

7 　Ｂｙｅ 大河 真由 81

8 362 大河 真由 志津ＴＣ 小林 夏実

9 469 鈴木 亜美 荏原ＳＳＣ 鈴木 亜美 84

10 　Ｂｙｅ 大塚 可奈子

11 大塚 可奈子 山梨学院大学 大塚 可奈子 83

12 646 藤谷 里美 Ｋ－ＴＥＮＮＩＳ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ 80 大塚 可奈子

13 230 杉本 眞保実 木曜会 杉本 眞保実 85

14 237 折戸 さよみ ㈱ワコーテニス 84 杉本 眞保実

15 　Ｂｙｅ 鈴木 玲子 81

16 227 (8) 鈴木 玲子 湘南平ＴＣ

17 143 (2) 池田 瞳 コナミスポーツ 池田 瞳

18 　Ｂｙｅ 大川 風花

19 584 大川 風花 桜田倶楽部 大川 風花 81

20 562 片野 由里 アクロス戸田ＩＴＣ 85 寺師 彩夏

21 278 新谷 百合子 京王赤城アカデミー 新谷 百合子 84

22 　Ｂｙｅ 寺師 彩夏

23 　Ｂｙｅ 寺師 彩夏 81

24 242 寺師 彩夏 ＪＩＴＣ 寺師 彩夏

25 613 千村 夏実 ＴＴＣ 千村 夏実 80

26 　Ｂｙｅ 河原 美彩子

27 319 長谷川 夕貴 山梨学院大学 河原 美彩子 84

28 703 河原 美彩子 三菱養和ＴＳ 83 河原 美彩子

29 677 織戸 悟子 コナミスポーツ 金子 美穂 81

30 金子 美穂 楠クラブ 82 金子 美穂

31 　Ｂｙｅ 藤岡 希 WO

32 201 (6) 藤岡 希 ＴＴＣ

33 151 (3) 柴田 直子 ＯＴＳ 柴田 直子

34 　Ｂｙｅ 森川 真紀

35 矢野 伽南子 東京学館浦安中学校 森川 真紀 84

36 703 森川 真紀 ＹＳＣ 82 森川 真紀

37 米原 実令 ＪＩＴＣ 臼井 沙耶 81

38 臼井 沙耶 京王赤城アカデミー WO 臼井 沙耶

39 　Ｂｙｅ 井上 ひろ子 82

40 775 井上 ひろ子 アップルＴＣ 森川 真紀

41 臼井 佑奈 京王赤城アカデミー 臼井 佑奈 82

42 　Ｂｙｅ 臼井 佑奈

43 466 三原 貴子 大磯ＴＡ 小原 郁美 84

44 646 小原 郁美 東洋エンジニアリング 86 後藤 奏子

45 後藤 奏子 志津ＴＣ 後藤 奏子 83

46 　Ｂｙｅ 後藤 奏子

47 　Ｂｙｅ 金城 萌 82

48 209 (7) 金城 萌 楠クラブ

49 188 (4) 内海 良美 瀬田ＴＳ 内海 良美

50 　Ｂｙｅ 内海 良美

51 677 尾崎 梨紗 Ｔｅａｍ　Ｏｎｌｉｎｅ 尾崎 梨紗 81

52 682 志澤 明子 大磯ＴＡ WO 内海 良美

53 267 澤田 由紀 ジェクサーＴＳ 名久井 聖良 84

54 265 名久井 聖良 志津ＴＣ 82 名久井 聖良

55 　Ｂｙｅ 坂井 麻耶 WO

56 700 坂井 麻耶 山梨学院大学 岩井 綾音

57 425 黒田 正子 ＴＴＣ 黒田 正子 84

58 　Ｂｙｅ 岩井 綾音

59 376 岩井 綾音 Ｋｅｎ’ｓ　Ｎａｇａｔｓｕｋａ　ＴＡ 岩井 綾音 WO

60 438 神谷 椋子 山梨学院大学 82 岩井 綾音

61 阿部 朱里 アクロス戸田ＩＴＣ 阿部 朱里 81

62 　Ｂｙｅ 猪俣 里菜

63 　Ｂｙｅ 猪俣 里菜 83

64 200 (5) 猪俣 里菜 山梨学院大学
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