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２００５ アポロコースト 白子オープ ）ン ｉｎ ウインター２００５．１２．５（MON ～１２．１０（SAT）

女子シングルス本戦

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

1 99 (1) 小林 千穂 赤城アカデミ 小林 千穂

2 176 塚田 美緒 ＴＴＣ 36,60,62 小林 千穂

3 307 (LL) 石川 可南子ウエストグリ 石川 可南子 75,60

4 190 柴田 直子 ＯＴＳ 60,61 小林 千穂

5 227 兼田 美智子テニスプロジ 市川 わかな 63,63

6 157 市川 わかな ファーイーストＪ 60,61 市川 わかな

7 151 小林 美智子ＴＯＳＳ．ＴＳ用 小林 美智子 10,RET

8 148 (7) 運天 晶子 テニスプロジ 62,62 土居 美咲

9 126 (4) 梅木 美穂 ＳＨＯＷ．Ｔ．Ｐ 土居 美咲 63,62

10 365 (WC) 土居 美咲 アポロコース 62,60 土居 美咲

11 564 (Q) 守山 昌子 殿山ＴＧ 権頭 由梨 60,61

12 367 (Q) 権頭 由梨 ビッグK 60,62 土居 美咲

13 169 (Q) 戸澤 弥花 ＳＰＯＲＴＳ　Ｓ 戸澤 弥花 62,75

14 256 種田 弥生 東京スポーツ・レクリ 63,64 原谷 美冴

15 371 (Q) 原谷 美冴 荏原ＳＳＣ 原谷 美冴 63,61

16 132 (5) 渡邉 美菜 チームスカン 61,61 前澤 かおる

17 143 (6) 鈴木 里英 ＳＨＯＷ．Ｔ．Ｐ 鈴木 里英 64,64

18 196 寺澤 知花 すだちＩＴＣ 26,61,61 鈴木 里英

19 283 平田 愛美 ビッグＫ 青島 渚 76(4),63

20 266 青島 渚 明海大学 46,64.76(7) 鈴木 里英

21 259 山下 任美 ＪＩＴＣ 山下 任美 61,61

22 306 (WC) 遠藤 由子 ナスパＴＡ 64,64 山下 任美

23 295 (Q) 猪俣 里菜 フミヤエース 廣瀬 睦子 16,62,62

24 124 (3) 廣瀬 睦子 目黒ＴＣ 16,62,75 前澤 かおる

25 150 (8) 前澤 かおる グリーンテニ 前澤 かおる 63,76(1)

26 392 (Q) 藤井 菜緒 ブリヂストンＴＨ新 61,61 前澤 かおる

27 (Q) 藤井 絢野 早稲田大学 小松 樹理 63,60

28 345 (WC) 小松 樹理 東洋学園大 64,61 前澤 かおる

29 159 八木 薫 竜南ＴＣ 八木 薫 75,67(3),63

30 243 小関 みちか エイム－ＴＡ 61,63 丹 ちひろ

31 183 湯本 久美子ＴＥＡＭ　ＷＩＳ 丹 ちひろ 63,63

32 104 (2) 丹 ちひろ 庭球道場 60,60 選手立会人 前澤かおる

(1)～(8)：シード順位 　　　　　(WC)：ワイルドカード(主催者推薦）選手 畠山　徹
(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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