
２０１１　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

1 174 (1) 山本 理佳 湘南ローンＴＣ 本戦へ

2 　Ｂｙｅ 黒田 正子

3 　Ｂｙｅ
4 367 黒田 正子 ＴＴＣ 大木 あかり

5 502 金丸 萌子 リビエラ逗子マリーナＴＳ 金丸 萌子 81

6 　Ｂｙｅ 大木 あかり

7 　Ｂｙｅ 大木 あかり 81

8 大木 あかり 楠クラブ 尾崎 仁美

9 助川 峰理 ＪＩＴＣ 助川 峰理 81

10 津田 悠花 荏原ＳＳＣ 83 助川 峰理

11 　Ｂｙｅ 峯村 瑠梨子 80

12 峯村 瑠梨子 東洋英和女学院大学 尾崎 仁美

13 752 鈴木 亜美 荏原ＳＳＣ 鈴木 亜美 86

14 　Ｂｙｅ 尾崎 仁美

15 　Ｂｙｅ 尾崎 仁美 83

16 298 (7) 尾崎 仁美 山梨学院大学

17 178 (2) 黒岩 芽久実 スポーツラーニング 黒岩 芽久実

18 　Ｂｙｅ 黒岩 芽久実

19 　Ｂｙｅ 欠場 WO

20 310 古屋 美智留 Ｓ．Ｉ．Ｔ．Ａ 羽川 沙織

21 443 羽川 沙織 山梨学院大学 羽川 沙織 81

22 　Ｂｙｅ 羽川 沙織

23 　Ｂｙｅ 羽澤 未宥 81

24 524 羽澤 未宥 Ｋｅｎ’ｓ　Ｎａｇａｔｓｕｋａ　ＴＡ 臼井 沙耶

25 鎌形 愛林 楠クラブ 鎌形 愛林 82

26 　Ｂｙｅ 臼井 沙耶

27 　Ｂｙｅ 臼井 沙耶 84

28 851 臼井 沙耶 京王赤城アカデミー 臼井 沙耶

29 627 金子 美穂 楠クラブ 金子 美穂 81

30 　Ｂｙｅ 金子 美穂

31 　Ｂｙｅ 澤田 由紀 82

32 305 (8) 澤田 由紀 ジェクサーＴＳ

33 213 (3) 名久井 聖良 志津ＴＣ 名久井 聖良

34 　Ｂｙｅ 森川 真紀

35 　Ｂｙｅ 森川 真紀 97

36 671 森川 真紀 ＹＳＣ 木野 茜

37 土田 麻美 町田ローンＴＣ 土田 麻美 85

38 　Ｂｙｅ 木野 茜

39 　Ｂｙｅ 木野 茜 85

40 851 木野 茜 チームＺＩＰ 木野 茜

41 671 有吉 美和子 Ｋｅｎ’ｓ　Ｎａｇａｔｓｕｋａ　ＴＡ 有吉 美和子 81

42 　Ｂｙｅ 神谷 椋子

43 　Ｂｙｅ 神谷 椋子 84

44 532 神谷 椋子 山梨学院大学 神谷 椋子

45 726 佃 ちはる 荏原ＳＳＣ 佃 ちはる 81

46 　Ｂｙｅ 佃 ちはる

47 　Ｂｙｅ 欠場 WO

48 271 (5) 山添 絵理 Ｔｅａｍ　ＹＵＫＡ

49 235 (4) 宮崎 望 アートヒルＴＣ 宮崎 望

50 　Ｂｙｅ 宮崎 望

51 　Ｂｙｅ 志澤 明子 82

52 志澤 明子 大磯ＴＡ 宮崎 望

53 木村 優子 ＴＴＣ 木村 優子 83

54 　Ｂｙｅ 臼井 佑奈

55 　Ｂｙｅ 臼井 佑奈 81

56 739 臼井 佑奈 京王赤城アカデミー 佐藤 美沙乃

57 高梨 有紗 荏原ＳＳＣ 高梨 有紗 83

58 　Ｂｙｅ 高梨 有紗

59 　Ｂｙｅ 後藤 奏子 84

60 405 後藤 奏子 山梨学院大学 佐藤 美沙乃

61 下道 愛里紗 山梨学院大学 下道 愛里紗 84

62 　Ｂｙｅ 佐藤 美沙乃

63 　Ｂｙｅ 佐藤 美沙乃 98(2)

64 283 (6) 佐藤 美沙乃 サムライテニス
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