
2012/4/5- 2012/4/22 女子ダブルス 40歳以上

ID No. Seed name 1R 2R QF SF F

1 L0009479 1 鎌田 桂子 ＴＰＰ

L0010599 笠井 和子 松原テニスクラブ 鎌田 桂子 / 笠井 和子

2 bye    

bye 鎌田 桂子 / 笠井 和子

3 L0008657 東海林 由紀 アシニス 75 60  

L0010585 家崎 洋子 アシニス 東海林 由紀 / 家崎 洋子

4 L0006082 山田 礼子 明治神宮外苑テニスクラブ 61 61  

L0008589 福原 千佳 明治神宮外苑テニスクラブ 鎌田 桂子 / 笠井 和子

5 L0011155 武藤 洋子 田園テニスクラブ 60 63  

染矢 紀恵 シリウス（目黒区テニス協会） 武藤 洋子 / 染矢 紀恵

6 bye    

bye 奥山 律子 / 大竹 由紀絵

7 bye 60 62  

bye 奥山 律子 / 大竹 由紀絵

8 L0010528 奥山 律子 オクヤマテニスショップ    

大竹 由紀絵 パンダハウス 鎌田 桂子 / 笠井 和子

9 L0010005 3 戸谷 敦子 ジュエインドアテニス 60 62  

L0009049 小俣 千佳 テニスピアジュエ 戸谷 敦子 / 小俣 千佳

10 bye    

bye 石関 頼子 / 谷 純子

11 L0011383 今井 千鶴 Ｓ・T・Ｐ 64 46 106 

L0010504 大内 妙子 ＳＴＰ 石関 頼子 / 谷 純子

12 L0010059 石関 頼子 ブレントウッドＲＴＣ 61 62  

L0011387 谷 純子 ＴＴＣ 石関 頼子 / 谷 純子

13 八田 圭子 さくらTC 26 64 108 

関口 美奈子 美浜TG 松村 さおり / 土屋 美帆

14 L0010514 松村 さおり ウッドテニス 61 60  

土屋 美帆 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 松村 さおり / 土屋 美帆

15 bye    W.O.

bye 小嶋 惠 / 加藤 みゆき

16 L0010094 小嶋 惠 Ｓ・Ｔ・Ｐ    WINNER

L0009626 加藤 みゆき 和光ＧＴＣ 鎌田 桂子 / 笠井 和子

17 茂呂 和代 府中FTC 60 76(8)  

熊井 佳奈絵 国立霞ヶ丘庭球場 茂呂 和代 / 熊井 佳奈絵

18 bye    

bye 勝原 美香 / 勝盛 桂

19 bye 67(5) 63 1210 

bye 勝原 美香 / 勝盛 桂

20 L0010538 勝原 美香 コートピア大泉    

L0011173 勝盛 桂 Ｔ’ｓ　ｃｌｕｂ 勝原 美香 / 勝盛 桂

21 L0008622 村越 晴美 Ｔ．ロザリオ 62 63  

L0010009 有馬 智子 杉並テニスクラブ 斉藤 真弓 / 倉掛 順子

22 L0011024 斉藤 真弓 アシニス 64 64  

L0011208 倉掛 順子 オクヤマテニスショップ 斉藤 真弓 / 倉掛 順子

23 bye 61 16 107 

bye 山内 美奈子 / 福島 笑子

24 L0010102 4 山内 美奈子 タウンテニス大泉学園    

L0009478 福島 笑子 ＴＰＰ 佐藤 千枝 / 会田 明子

25 L0010921 中里 淳子 松原ＴＣ 62 62  

L0010589 青木 奈央 ＪＳＳアリーナ 中里 淳子 / 青木 奈央

26 bye    

bye 中里 淳子 / 青木 奈央

27 bye    W.O.

bye 菊地 千賀子 / 永徳 真澄

28 L0011051 菊地 千賀子 中央区テニス連盟    

L0009632 永徳 真澄 宮下スポーツクラブ 佐藤 千枝 / 会田 明子

29 L0008618 河田 美恵子 石神井ＬＴＣ 62 63  

L0009587 木内 りつ子 西東京硬式テニス協会 岡部 尚子 / 乙幡 真由美

30 岡部 尚子 ウイッシュ 75 60  

乙幡 真由美 立川テニス倶楽部 佐藤 千枝 / 会田 明子

31 bye 61 62  

bye 佐藤 千枝 / 会田 明子

32 L0009617 2 佐藤 千枝 品川区テニス連盟    

L0010998 会田 明子 スカイブルー

D：第48回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部


