
2012/4/5- 2012/4/22 女子ダブルス 45歳以上

ID No. Seed name 1R 2R 3R QF SF

1 L0008482 1 ヘルナンデス 薫 荏原湘南スポーツセンター

L0008483 佐藤 芳香 ミズノ藤沢テニスクラブ ヘルナンデス 薫 / 佐藤 芳香

2 bye    

bye 安藤 朋子 / 粟野 祐美

3 L0006561 桂木 優子 高松ローンテニスクラブ 64 36 107 

L0010616 丸岡 恵理 高松ローンテニスクラブ 安藤 朋子 / 粟野 祐美

4 L0003742 安藤 朋子 ＳＰＴＣ 62 64  

L0008739 粟野 祐美 Ｒｏｎｄ－Ｐｏｉｎｔ 安藤 朋子 / 粟野 祐美

5 L0003577 山谷 優子 東宝調布テニスクラブ 57 63 107 

L0010316 山田 留美子 東宝調布 山谷 優子 / 山田 留美子

6 bye    

bye 山谷 優子 / 山田 留美子

7 bye 76(3) 61  

bye 小林 博子 / 山本 志乃

8 小林 博子 寒川ローンテニスクラブ    

山本 志乃 HKF 高橋 正枝 / 黒田 穂波

9 L0011119 小林 めぐみ 立川ＴＣ 60 26 119 

小野 千佳子 大田区テニス連盟 小林 めぐみ / 小野 千佳子

10 bye    

bye 小林 めぐみ / 小野 千佳子

11 L0009732 犬塚 ゆかり 昭和の森テニスセンター 64 62  

L0007831 杉本 舞子 アシニス 園田 聖子 / 飯塚 敏子

12 L0011032 園田 聖子 Ｔｚ－ｏｎｅ 61 63  

L0009448 飯塚 敏子 瀬田テニススクール 高橋 正枝 / 黒田 穂波

13 L0007902 高橋 正枝 ＮＪＴＣ 62 61  

L0010784 黒田 穂波 スプリング 高橋 正枝 / 黒田 穂波

14 L0008728 加藤 尚子 タウンテニス大泉学園 76(3) 36 104 

L0008643 杉山 美奈子 月見野Ｌ．Ｔ．Ｃ 高橋 正枝 / 黒田 穂波

15 bye 64 61  

bye 三木 真美 / 清水 志津子

16 L0008567 5 三木 真美 サントピアテニスクラブ    A

L0009071 清水 志津子 サントピアテニスクラブ 高橋 えみ子 / 田村 豊美

17 L0008521 4 高橋 えみ子 テニスプロジェクト    W.O.

L0009616 田村 豊美 ＴＰＰ 高橋 えみ子 / 田村 豊美

18 bye    

bye 高橋 えみ子 / 田村 豊美

19 L0008853 朝野 美奈子 ミタカテニスクラブ 62 60  

L0011379 前田 景子 神崎 朝野 美奈子 / 前田 景子

20 L0011168 白田 良子 大正セントラルクラブ目白 64 64  

L0011047 栄 美佐江 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ 高橋 えみ子 / 田村 豊美

21 L0010008 田中 ゆかり オクヤマテニスショップ 60 61  

L0008080 橋本 真澄 チームウィンフィールド 田中 ゆかり / 橋本 真澄

22 bye    

bye 田中 ゆかり / 橋本 真澄

23 bye 64 57 119 

bye 長島 恵理子 / 松下 千恵子

24 L0010915 長島 恵理子 明治神宮外苑ＴＣ    

L0009144 松下 千恵子 国立競技場テニス場 高橋 えみ子 / 田村 豊美

25 L0009019 柿木 佳枝 田園テニスクラブ 61 63  

L0009020 谷村 百合 あざみ野ローンテニスクラブ 柿木 佳枝 / 谷村 百合

26 bye    

bye 柿木 佳枝 / 谷村 百合

27 bye 16 64 102 

bye 下澤 恵美 / 岩本 美智子

28 L0010638 下澤 恵美 スノーウインド    

L0010639 岩本 美智子 スノーウインド 大槻 由里子 / 森岡 澄代

29 L0010359 堀口 真由美 Ｓ・Ｔ・Ｐ 75 61  

浅井 理加 STP 宮田 真理 / 松井 由佳

30 L0011116 宮田 真理 ＳＰＴＣ 67(4) 76(5) 1210 

松井 由佳 セサミテニススクール向島 大槻 由里子 / 森岡 澄代 F

31 bye 75 60  

bye 大槻 由里子 / 森岡 澄代

32 L0010336 8 大槻 由里子 ウィッシュ    

L0007198 森岡 澄代 サントピアテニスクラブ

斉藤 綾子 / 小山 結子 62 76(4)  

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

WINNER

高橋 えみ子 / 田村 豊美 高橋 えみ子 / 田村 豊美
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33 L0009264 6 中村 啓子 中村企画

L0007138 高橋 浩子 Ｔ．Ｒ－３ 中村 啓子 / 高橋 浩子

34 bye    

bye 中村 啓子 / 高橋 浩子

35 L0009621 大迫 かおる ミタカテニスクラブ 63 64  

L0008794 神山 邦子 明治神宮外苑ＴＣ 大迫 かおる / 神山 邦子

36 L0010110 入部 佳子 大正セントラルＴＣ目白 63 62  

大山田 美香 立野LTC 中村 啓子 / 高橋 浩子

37 L0007810 田中 テイ子 チームオクヤマ 76(3) 63  

L0008551 堺沢 恵子 東急嶮山スポーツガーデン 田中 テイ子 / 堺沢 恵子

38 bye    

bye 佐々木 絵里 / 和田 万理

39 bye 61 61  

bye 佐々木 絵里 / 和田 万理

40 L0004975 佐々木 絵里 目黒テニスクラブ    

L0008025 和田 万理 明治神宮外苑テニスクラブ 斎藤 美由紀 / 河辺 美枝

41 L0011404 戸村 あき子 スポーツラーニング 64 61  

青野 ひろみ 大田区テニス連盟 戸村 あき子 / 青野 ひろみ

42 bye    

bye 柴崎 洋子 / 中西 はつき

43 bye 61 64  

bye 柴崎 洋子 / 中西 はつき

44 L0009481 柴崎 洋子 ＥＳＴ    

L0009482 中西 はつき ＥＳＴ 斎藤 美由紀 / 河辺 美枝

45 L0010173 畑佐 順子 エバーグリーンテニスフォレスト横浜 61 60  

藤原 亜佐子 Team Maple 畑佐 順子 / 藤原 亜佐子

46 L0007015 市川 哲美 高松ローンテニスクラブ 63 63  

L0007989 澤野 美央子 明治神宮外苑テニスクラブ 斎藤 美由紀 / 河辺 美枝

47 bye 62 75  

bye 斎藤 美由紀 / 河辺 美枝

48 L0006993 3 斎藤 美由紀 リトルプリンステニスクラブ    B

L0006389 河辺 美枝 巧庭球塾 斉藤 綾子 / 小山 結子

49 L0009077 7 境野 勝代 グリーンパークテニス 76(2) 61  

L0009185 金子 玲子 越谷グリーンテニスクラブ 境野 勝代 / 金子 玲子

50 bye    

bye 笈川 美佳 / 森満 葉子

51 L0009989 笈川 美佳 ＳＰＴＣ 26 75 119 

L0009722 森満 葉子 松戸市テニス協会 笈川 美佳 / 森満 葉子

52 L0010323 関 史子 東宝調布    W.O.

L0011358 大門 陽子 オクヤマテニスショップ 笈川 美佳 / 森満 葉子

53 L0010628 田中 陽子 相模原グリーンテニスクラブ 63 64  

L0010627 萩生田 亜友美 相模原グリーンテニスクラブ 上島 恭子 / 中島 ちえ子

54 L0008497 上島 恭子 ヤナギ 63 60  

L0006833 中島 ちえ子 ウィッシュ 上島 恭子 / 中島 ちえ子

55 bye 76(6) 46 108 

bye 岡川 恵美子 / 岡部 トキ子

56 L0001192 岡川 恵美子 プロ・トキワクラブ伊豆高原    

L0005882 岡部 トキ子 シードテニスクラブ 斉藤 綾子 / 小山 結子

57 L0011374 佐藤 百合 鷹之台テニスクラブ 60 63  

清水 真弓 高洲テニスクラブ 佐藤 百合 / 清水 真弓

58 bye    

bye 長澤 真紀 / 遠山 美砂

59 bye 63 64  

bye 長澤 真紀 / 遠山 美砂

60 L0010717 長澤 真紀 エストテニスクラブ    

L0001423 遠山 美砂 エストテニスクラブ 斉藤 綾子 / 小山 結子

61 L0008474 尾形 愛美 ＴＦＣ 61 67(5) 103 

L0008980 嶋津 和恵 ＴＦＣ 斉藤 綾子 / 小山 結子

62 L0008770 斉藤 綾子 ＪＳＳアリーナ松戸　 62 64  

L0009069 小山 結子 ＪＳＳ松戸テニスアリーナ 斉藤 綾子 / 小山 結子

63 bye 46 64 102 

bye 雨川 あふみ / 山川 恵

64 L0004260 2 雨川 あふみ 高松ローンテニスクラブ    

L0004265 山川 恵 フミヤスポーツ


