
2012/4/5- 2012/4/22 女子ダブルス　50歳以上

ID No. Seed name 1R 2R 3R 4R QF

1 L0001218 1 佐谷 真理 プロ・ミズノ

L0008495 橋場 治子 明治神宮外苑テニスクラブ 佐谷 真理 / 橋場 治子

2 bye    

bye 佐谷 真理 / 橋場 治子

3 L0009585 久保 公子 あざみ野ローンテニスクラブ 62 61  

L0009443 吉塚 晶子 クラブＴ＆Ｇ 久保 公子 / 吉塚 晶子

4 L0005008 町田 典子 目黒テニスクラブ 62 75  

L0008342 峰岸 寿真子 京王テニスクラブ 佐谷 真理 / 橋場 治子

5 L0003127 北沢 陽美 東宝調布テニスクラブ 60 63  

L0010556 来住 美代子 日野市テニス協会 北沢 陽美 / 来住 美代子

6 bye    

bye 北沢 陽美 / 来住 美代子

7 bye    W.O.

bye 田中 啓子 / 岡田 久子

8 L0007835 田中 啓子 寒川ローンテニスクラブ    

岡田 久子 湘南ファミリーテニスクラブ 佐谷 真理 / 橋場 治子

9 L0007467 三橋 映子 ウィッシュ 64 62  

L0009375 加藤 晴美 東宝調布 三橋 映子 / 加藤 晴美

10 bye    

bye 三橋 映子 / 加藤 晴美

11 bye 76(1) 67(6) 105 

bye 柴田 元美 / 伊藤 芳子

12 L0008885 柴田 元美 ＹＳＣ（横浜スポーツマンクラブ）    

L0009371 伊藤 芳子 横浜スポーツマンクラブ 三橋 映子 / 加藤 晴美

13 L0008604 堀尾 和美 富士見台テニスクラブ 60 64  

堀口 初美 東久留米市民 堀尾 和美 / 堀口 初美

14 bye    

bye 高橋 利子 / 鈴木 公代

15 bye 64 62  

bye 高橋 利子 / 鈴木 公代

16 L0006502 14 高橋 利子 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ    A

L0010994 鈴木 公代 京浜クラブ 佐谷 真理 / 橋場 治子

17 L0008546 11 若生 浩子 川口ナイトテニスクラブ 60 64  

L0008576 須藤 晶子 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 若生 浩子 / 須藤 晶子

18 bye    

bye 若生 浩子 / 須藤 晶子

19 bye 60 46 104 

bye 三浦 洋子 / 新井 玲子

20 L0008096 三浦 洋子 トトロ    

L0009695 新井 玲子 ファーシールズ 若生 浩子 / 須藤 晶子

21 L0008512 橋本 泉 ダブル・ライン 61 62  

L0009157 長島 里枝 ＴＥＡＭ　ＷＩＳＥ 橋本 泉 / 長島 里枝

22 bye    

bye 田中 恵子 / 清水 えつ子

23 bye 61 75  

bye 田中 恵子 / 清水 えつ子

24 L0010992 田中 恵子 桜台ＴＣ    

L0011013 清水 えつ子 パザパ 若生 浩子 / 須藤 晶子

25 L0011437 加藤 桂子 京王テニスクラブ 62 76(5)  

L0006126 小宮 里美 すわっち 加藤 桂子 / 小宮 里美

26 bye    

bye 加藤 桂子 / 小宮 里美

27 bye 63 67(5) 119 

bye 秋元 静子 / 海老沢 芙美子

28 L0003589 秋元 静子 神崎テニスカレッジ    

L0011217 海老沢 芙美子 東宝調布テニスクラブ 柚山 由香 / 小野 栄子

29 井上 みゆき 大田区テニス連盟 60 63  

L0010729 鈴木 恵子 TEAM JANNU 片岡 富子 / 鳥羽 昌代

30 L0008862 片岡 富子 ＡＡＣ    W.O.

L0004451 鳥羽 昌代 ＡＬＴＦ 柚山 由香 / 小野 栄子 SF F

31 bye 61 60  佐谷 真理 / 橋場 治子 WINNER

bye 柚山 由香 / 小野 栄子 妹尾 尚美 / 橋口 客子

32 L0002989 5 柚山 由香 Ｙ．Ｓ．Ｃ    花房 るり子 / 青木 明美 36 75 107

L0008781 小野 栄子 目黒テニスクラブ 高橋 弘子 / 井出 しのぶ 64 36 104

佐谷 真理 / 橋場 治子

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

61 64

花房 るり子 / 青木 明美

花房 るり子 / 青木 明美
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33 L0007873 4 妹尾 尚美 エリステニスクラブ

L0004109 橋口 客子 ミズノテニスプラザ藤沢 妹尾 尚美 / 橋口 客子

34 bye    

bye 妹尾 尚美 / 橋口 客子

35 L0009992 山内 淳子 あじさいインドアＴＳ 60 63  

L0003780 大場 宏美 山形ローンテニスクラブ 中村 美佐子 / 長井 美奈子

36 L0005877 中村 美佐子 ＯＴＳ 63 75  

L0006470 長井 美奈子 ＯＴＳ 妹尾 尚美 / 橋口 客子

37 L0011346 井上 まり 明治神宮外苑テニスクラブ 61 62  

L0011380 平井 智子 明治神宮外苑テニスクラブ 井上 まり / 平井 智子

38 bye    

bye 塩澤 しのぶ / 蓮沼 敦子

39 bye 61 36 105 

bye 塩澤 しのぶ / 蓮沼 敦子

40 L0004987 塩澤 しのぶ ミタカテニスクラブ    

L0004940 蓮沼 敦子 東宝調布Ｔ．Ｃ． 妹尾 尚美 / 橋口 客子

41 L0008270 飯島 敦子 立野ローンＴＣ 63 61  

小野 悦子 東京グリーンテニスクラブ 飯島 敦子 / 小野 悦子

42 bye    

bye 関口 美幸 / 和田 貴美子

43 bye 61 61  

bye 関口 美幸 / 和田 貴美子

44 L0005565 関口 美幸 相模原グリーンテニスクラブ    

L0011200 和田 貴美子 東宝調布Ｔ．Ｃ 関口 美幸 / 和田 貴美子

45 L0009067 池上 瑞枝 リトルプリンス 61 62  

L0009152 上野 明子 あさきテニスクラブ 池上 瑞枝 / 上野 明子

46 bye    

bye 原田 裕子 / 中田 美衣子

47 bye 63 62  

bye 原田 裕子 / 中田 美衣子

48 L0002906 15 原田 裕子 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ    B

L0006041 中田 美衣子 立川テニス倶楽部 妹尾 尚美 / 橋口 客子

49 L0009469 9 鷲田 裕子 テニスプロジェクト 61 62  

L0009470 住田 里美 テニスプロジェクト 鷲田 裕子 / 住田 里美

50 bye    

bye 鷲田 裕子 / 住田 里美

51 bye 62 60  

bye 漆畑 恵美子 / 佐堂 弘美

52 L0010667 漆畑 恵美子 西東京スポーツセンター    

L0010666 佐堂 弘美 杉並テニス連盟 鷲田 裕子 / 住田 里美

53 大薮 宜子 関町ローンTC    W.O.

L0008196 濱本 良子 高松ローンテニスクラブ 大薮 宜子 / 濱本 良子

54 bye    

bye 鈴木 友紀恵 / 鈴木 礼子

55 bye 76(4) 63  

bye 鈴木 友紀恵 / 鈴木 礼子

56 L0007929 鈴木 友紀恵 サントピアテニスクラブ    

L0004284 鈴木 礼子 逗子マリーナ 鷲田 裕子 / 住田 里美

57 L0008916 高西 美幸 小田急秦野テニスガーデン 36 75 108 

L0010772 鈴木 裕美子 東急嶮山スポーツガーデン 高西 美幸 / 鈴木 裕美子

58 bye    

bye 高西 美幸 / 鈴木 裕美子

59 bye 46 64 93 RET

bye 生井 美智子 / 神門 由美

60 L0010635 生井 美智子 宇都宮サンテニスクラブ    

L0011316 神門 由美 宇津宮ＦＴＳ 高西 美幸 / 鈴木 裕美子

61 L0006962 野崎 美晴 あたごテニスクラブ 62 61  

L0008491 豊田 京子 あたごテニスクラブ 藤井 澄佳 / 清水 由美子

62 L0008861 藤井 澄佳 Ｆテニス 60 60  

L0006066 清水 由美子 アップルテニスクラブ 藤井 澄佳 / 清水 由美子

63 bye    W.O.

bye 澗田 早苗 / 松井 三子

64 L0004242 7 澗田 早苗 あさきテニスクラブ    

L0009000 松井 三子 川口ナイト
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65 L0003497 8 税田 桂子 ＮＥＸＣＯ中日本

L0009109 森下 友子 Ｙ．Ｓ．Ｃ 税田 桂子 / 森下 友子

66 bye    

bye 税田 桂子 / 森下 友子

67 L0011194 内田 佳子 朝霞グリーンテニスクラブ 62 60  

L0011218 東本 桂子 朝霞グリーンテニスクラブ 柿平 みのり / 福島 桂子

68 L0003650 柿平 みのり ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ 62 63  

L0004238 福島 桂子 中央区テニス連盟 棚橋 ゆかり / 青木 恵美子

69 L0009620 篠原 希子 富士見が丘ローンテニスクラブ 63 76(2)  

L0003607 麻生 美江子 ミタカテニスクラブ 篠原 希子 / 麻生 美江子

70 bye    

bye 棚橋 ゆかり / 青木 恵美子

71 bye 62 62  

bye 棚橋 ゆかり / 青木 恵美子

72 L0010500 棚橋 ゆかり 立野ローンテニスクラブ    

青木 恵美子 国立競技場霞ヶ丘テニス場 川口 陽子 / 北岡 真澄

73 L0008504 川口 陽子 酒井根ＴＣ 64 61  

北岡 真澄 シークエスト 川口 陽子 / 北岡 真澄

74 bye    

bye 川口 陽子 / 北岡 真澄

75 bye 62 26 105 

bye 東 純子 / 前川 智子

76 L0008422 東 純子 東急嶮山    

L0006100 前川 智子 田園テニスクラブ 川口 陽子 / 北岡 真澄

77 L0004928 松井 キミヨ 中央区テニス連盟 76(5) 75  

L0003642 清水 まゆみ 荏原ＳＳＣ 松井 キミヨ / 清水 まゆみ

78 bye    

bye 邊見 つえ子 / 澁川 貴子

79 bye 60 61  

bye 邊見 つえ子 / 澁川 貴子

80 L0002879 10 邊見 つえ子 リトルプリンステニスクラブ    C

L0010066 澁川 貴子 スポーツクリエイト 花房 るり子 / 青木 明美

81 L0003667 16 平井 洋子 アシニス 62 62  

L0002790 平松 陽子 相模原グリーンテニスクラブ 平井 洋子 / 平松 陽子

82 bye    

bye 平井 洋子 / 平松 陽子

83 bye 62 63  

bye 青木 通代 / 川島 すえ子

84 L0010973 青木 通代 スポ－ツラーニング    

L0007893 川島 すえ子 ＪＩＴＣ 平井 洋子 / 平松 陽子

85 L0009226 蝦澤 一子 サークル・Ｍ 57 64 108 

L0007825 竹田 尚代 ラ・ポームあすなろ 蝦澤 一子 / 竹田 尚代

86 bye    

bye 蝦澤 一子 / 竹田 尚代

87 bye 62 26 102 

bye 吉田 幸子 / 片倉 文代

88 L0003424 吉田 幸子 オクヤマテニスショップ    

L0011003 片倉 文代 横浜スポーツマンクラブ 花房 るり子 / 青木 明美

89 L0003527 善田 紫紺 稲城市テニス連盟 60 64  

L0006292 荒川 まゆみ 日野市テニス協会 善田 紫紺 / 荒川 まゆみ

90 bye    

bye 善田 紫紺 / 荒川 まゆみ

91 bye 61 60  

bye 矢澤 邦子 / 小須田 玲子

92 L0009513 矢澤 邦子 足立区テニス協会    

小須田 玲子 足立区テニス協会 花房 るり子 / 青木 明美

93 L0010980 重松 留美 ＴＺ－ｏｎｅ 63 64  

L0011204 林 和子 田園テニスクラブ 蝦名 とも子 / 河上 裕子

94 L0003546 蝦名 とも子 ＡＣＢ 60 61  

L0009029 河上 裕子 見川フリー 花房 るり子 / 青木 明美

95 bye 62 63  

bye 花房 るり子 / 青木 明美 花房 るり子 / 青木 明美

96 L0000761 3 花房 るり子 ガーデングリーンテニスクラブ    

L0004360 青木 明美 Ｙ．Ｓ．Ｃ．
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97 L0007882 6 ダム 茉莉花ジェースン あさきＴ．Ｃ

L0009200 阿部 純子 Ｆｉｒｓｔ ダム 茉莉花ジェースン / 阿部 純子

98 bye    

bye ダム 茉莉花ジェースン / 阿部 純子

99 L0010036 萱場 智香 明治神宮外苑テニスクラブ 62 62  

L0010033 石丸 教子 明治神宮外苑テニスクラブ 三堀 美幸 / 吉田 啓子

100 L0003480 三堀 美幸 足柄ローンテニスクラブ 63 61  

L0000549 吉田 啓子 高田ロイヤルテニスクラブ ダム 茉莉花ジェースン / 阿部 純子

101 L0009716 門脇 治絵子 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ 61 64  

L0011250 藤谷 裕江 中央区テニス連盟 門脇 治絵子 / 藤谷 裕江

102 bye    

bye 門脇 治絵子 / 藤谷 裕江

103 bye 61 61  

bye 新谷 順子 / 鈴木 佐和子

104 L0005022 新谷 順子 目黒テニスクラブ    

L0007150 鈴木 佐和子 ダブルライン ダム 茉莉花ジェースン / 阿部 純子

105 L0004984 山田 博子 東宝調布 60 76(0)  

L0011337 芝 由貴子 神崎テニスカレッジ 山田 博子 / 芝 由貴子

106 bye    

bye 岡田 理恵 / 立山 秋子

107 bye 64 63  

bye 岡田 理恵 / 立山 秋子

108 L0005301 岡田 理恵 相模原グリーンテニスクラブ    

立山 秋子 大島フラワーテニスガーデン 猪股 和代 / 岡 三恵子

109 L0006108 猪股 和代 ウィッシュ 60 61  

L0006109 岡 三恵子 あたごテニスクラブ 猪股 和代 / 岡 三恵子

110 bye    

bye 猪股 和代 / 岡 三恵子

111 bye 75 63  

bye 田中 百合子 / 原田 伸子

112 L0007186 12 田中 百合子 あさきテニスクラブ    D

L0007185 原田 伸子 あさきテニスクラブ 高橋 弘子 / 井出 しのぶ

113 L0003564 13 磐長谷 博子 明治神宮外苑テニスクラブ 06 76(9) 103 

L0003400 幸田 喜代美 ダブルライン 磐長谷 博子 / 幸田 喜代美

114 bye    

bye 田原 恵子 / 上村 久子

115 bye 76(0) 64  

bye 田原 恵子 / 上村 久子

116 L0010330 田原 恵子 横須賀ダイヤランドテニスクラブ    

L0010324 上村 久子 鎌倉宮カントリー 月本 聖子 / 黒田 由美

117 L0006053 金子 香 フォーティ 46 75 107 

L0004239 関根 ちか子 明治神宮外苑テニスクラブ 金子 香 / 関根 ちか子

118 bye    

bye 月本 聖子 / 黒田 由美

119 bye 63 75  

bye 月本 聖子 / 黒田 由美

120 L0010016 月本 聖子 東宝調布    

黒田 由美 八王子市テニス連盟 高橋 弘子 / 井出 しのぶ

121 L0007984 清原 恭子 関町ローンテニスクラブ 62 60  

L0003514 小泉 節子 ウィッシュ 清原 恭子 / 小泉 節子

122 bye    

bye 清原 恭子 / 小泉 節子

123 bye 62 64  

bye 油屋 文子 / 丸一 京子

124 油屋 文子 クラブUTA    

L0008209 丸一 京子 テニスコミュニティ千葉 高橋 弘子 / 井出 しのぶ

125 L0009100 横尾 祥子 上用賀テニスクラブ 61 62  

L0007250 塩津 恵子 上用賀ＴＣ 横山 美恵子 / 武藤 行子

126 L0004398 横山 美恵子 あさきテニスクラブ 26 62 103 

L0008778 武藤 行子 チサン岡部 高橋 弘子 / 井出 しのぶ

127 bye 62 61  

bye 高橋 弘子 / 井出 しのぶ

128 L0001592 2 高橋 弘子 サンコーテニスアカデミー    

L0001492 井出 しのぶ 桜台テニスクラブ


