
2012/4/5- 2012/4/22 女子ダブルス　55歳以上

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

1 L0006392 1 岡 美和子 若林テニスクラブ

L0006132 長崎 慶子 神﨑テニスカレッジ 岡 美和子 / 長崎 慶子

2 bye    

bye 岡 美和子 / 長崎 慶子

3 L0006059 舘 寿三枝 国立スポーツ科学センター 60 62  

L0011339 安村 直美 西東京テニス協会 宮川 初枝 / 斉藤 洋子

4 L0005326 宮川 初枝 ＳＰＣ 26 63 108 

L0009335 斉藤 洋子 神崎テニスカレッジ 岡 美和子 / 長崎 慶子

5 L0003266 森廣 陽子 百合ヶ丘ファミリーテニスクラブ 61 61  

L0009127 松井 みどり 宮崎台テニスクラブ 森廣 陽子 / 松井 みどり

6 bye    

bye 郡司 潤子 / 石田 春美

7 bye    W.O.

bye 郡司 潤子 / 石田 春美

8 L0006966 郡司 潤子 田園テニスクラブ    

L0010553 石田 春美 中山テニスカレッジ 岡 美和子 / 長崎 慶子

9 L0004157 青松 佐枝 神崎テニスクラブ 63 60  

L0005197 吉本 水穂 ウィッシュ 青松 佐枝 / 吉本 水穂

10 bye    

bye 小林 泰子 / 立原 友子

11 bye 60 62  

bye 小林 泰子 / 立原 友子

12 L0006865 小林 泰子 横浜テニスカレッジ    

L0009836 立原 友子 Ｙ・Ｓ・Ｃ 小林 泰子 / 立原 友子

13 L0005362 平松 智子 武蔵野市テニス連盟 62 36 119 

L0005357 蔵本 敦子 武蔵野市テニス連盟 平松 智子 / 蔵本 敦子

14 bye    

bye 銭谷 泰子 / 桐原 やす子

15 bye 63 61  

bye 銭谷 泰子 / 桐原 やす子

16 L0002881 13 銭谷 泰子 秋田アスレティッククラブ    A

L0002880 桐原 やす子 ＩＢＴＡ　個人会員 岡 美和子 / 長崎 慶子

17 L0002965 11 望月 友子 国立スポーツ科学センター 62 46 104 

L0000072 中山 明代 大正セントラルテニスクラブ目白 望月 友子 / 中山 明代

18 bye    

bye 望月 友子 / 中山 明代

19 bye 60 76(5)  

bye 大谷 恵子 / 長畑 淳子

20 L0008642 大谷 恵子 フォレストＴＣ    

L0005220 長畑 淳子 テニスナッツ 望月 友子 / 中山 明代

21 L0010061 古郡 宣子 東京グリーンＴ．Ｃ． 61 61  

L0010063 高橋 幸子 富士見台テニスクラブ 古郡 宣子 / 高橋 幸子

22 bye    

bye 飯沼 久美子 / 川村 八重子

23 bye 64 63  

bye 飯沼 久美子 / 川村 八重子

24 L0002899 飯沼 久美子 立川テニス倶楽部    

L0002898 川村 八重子 立川テニスクラブ 石崎 伸子 / 森山 郁野

25 L0009815 上村 美奈子 千間台 62 75  

L0006706 栗田 律子 桶川ロイヤルテニスクラブ 上村 美奈子 / 栗田 律子

26 bye    

bye 岡野 二枝 / 吉田 松栄

27 bye 64 62  

bye 岡野 二枝 / 吉田 松栄

28 L0008833 岡野 二枝 サムライテニス    

L0008290 吉田 松栄 ケー・ティ 石崎 伸子 / 森山 郁野

29 L0006843 松田 恵美子 浦和パークテニスクラブ 26 63 103 

L0008524 杉山 夏美 ＴＦＣ 松田 恵美子 / 杉山 夏美

30 bye    

bye 石崎 伸子 / 森山 郁野 SF F

31 bye 61 63  岡 美和子 / 長崎 慶子 WINNER

bye 石崎 伸子 / 森山 郁野 炭谷 綾子 / 坂爪 京子

32 L0000389 8 石崎 伸子 エバーグリーンテニスフォレスト横浜    本郷 美智子 / 林 栄子 76(1)75

L0002296 森山 郁野 ＳＰＴＣ 氏家 真沙子 / 鳴嶋 正枝 62 46 105 

岡 美和子 / 長崎 慶子

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

62 26 108 

本郷 美智子 / 林 栄子

本郷 美智子 / 林 栄子
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33 L0001495 4 今井 しのぶ 富士見台テニスクラブ

L0003225 田中 久子 保谷ロイヤルテニスクラブ 今井 しのぶ / 田中 久子

34 bye    

bye 大槻 恵美子 / 照山 陽子

35 L0009581 大槻 恵美子 ＡＣＢ 61 63  

L0008563 照山 陽子 ＡＣＢ 大槻 恵美子 / 照山 陽子

36 L0005946 福田 洋子 国立スポーツ科学センター 61 76(5)  

L0005143 寺井 ナナ 東宝調布テニスクラブ 大槻 恵美子 / 照山 陽子

37 L0000325 野中 恵子 ＳＰＴＣ 76(3) 36 105 

L0001101 久原 幸子 ＳＰＴＣ 野中 恵子 / 久原 幸子

38 bye    

bye 野中 恵子 / 久原 幸子

39 bye 63 46 106 

bye 亀井 良子 / 大串 佳代

40 亀井 良子 横浜スポーツマンクラブ    

大串 佳代 横浜スポーツマンクラブ 杉本 久見子 / 篠 弘美

41 L0009463 湯沢 直美 東宝調布テニスクラブ 76(6) 64  

篠原 秀美 東宝調布テニスクラブ 湯沢 直美 / 篠原 秀美

42 bye    

bye 杉本 久見子 / 篠 弘美

43 bye 63 63  

bye 杉本 久見子 / 篠 弘美

44 L0009629 杉本 久見子 高松ローンテニスクラブ    

L0009690 篠 弘美 高松ローンテニスクラブ 杉本 久見子 / 篠 弘美

45 L0008552 高林 周子 ウイッシュ 64 63  

L0010909 成島 正江 ひまわりＴ．Ｃ 高林 周子 / 成島 正江

46 bye    

bye 石田 公子 / 榎本 有子

47 bye 36 63 103 

bye 石田 公子 / 榎本 有子

48 L0010583 15 石田 公子 横浜スポーツマンクラブ（ＹＳＣ）    B

L0010525 榎本 有子 Ｙ．Ｓ．Ｃ． 炭谷 綾子 / 坂爪 京子

49 L0003830 12 炭谷 綾子 上尾セントラルテニスクラブ 64 76(3)  

L0008851 坂爪 京子 ＴＦＣ 炭谷 綾子 / 坂爪 京子

50 bye    

bye 炭谷 綾子 / 坂爪 京子

51 bye 61 62  

bye 西川 ゆみ / 平松 香子

52 西川 ゆみ 明治神宮外苑テニスクラブ    

平松 香子 明治神宮外苑テニスクラブ 炭谷 綾子 / 坂爪 京子

53 L0007579 佐藤 千寿子 富士見台テニスクラブ 60 61  

L0005057 榎木 敏子 富士見台テニスクラブ 佐藤 千寿子 / 榎木 敏子

54 bye    

bye 佐藤 千寿子 / 榎木 敏子

55 bye 64 64  

bye 伊藤 江里子 / 小坂 信子

56 L0004138 伊藤 江里子 中原テニスクラブ    

L0006436 小坂 信子 神崎テニスカレッジ 炭谷 綾子 / 坂爪 京子

57 L0004231 塩谷 由美子 湘南ファミリーＴＣ 64 36 107 

L0009495 小林 明代 葉山テニスクラブ 塩谷 由美子 / 小林 明代

58 bye    

bye 小島 廣子 / 田中 孝子

59 bye 63 61  

bye 小島 廣子 / 田中 孝子

60 L0005221 小島 廣子 桶川ロイヤルテニスクラブ    

L0000318 田中 孝子 あさきテニスクラブ 兵頭 正子 / 荘 昌子

61 和田 幸子 稲毛フラワーテニスクラブ 36 64 108 

L0006257 小林 真弓 アポロコーストテニスクラブ 鈴木 教予 / 荻堂 あつ子

62 L0010580 鈴木 教予 アット 61 57 106 

L0003075 荻堂 あつ子 東大宮テニスクラブ 兵頭 正子 / 荘 昌子

63 bye 62 64  

bye 兵頭 正子 / 荘 昌子

64 L0008184 5 兵頭 正子 東急嶮山スポーツガーデン    

L0000314 荘 昌子 楠クラブ
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65 L0007409 7 有井 宏美 田柄テニスクラブ

L0005906 田川 明子 あさきテニスクラブ 有井 宏美 / 田川 明子

66 bye    

bye 有井 宏美 / 田川 明子

67 L0010902 野澤 恵美 ＩＳＨＩＩ　ＴｅｎｎｉｓＡｃａｄｅｍｙ 64 63  

L0010733 中村 洋枝 イシイテニスアカデミー 竹内 みどり / 細川 早余子

68 L0008562 竹内 みどり ＴＥＡＭ　ＪＵＮＮＵ 75 63  

L0010129 細川 早余子 あたごテニスクラブ 有井 宏美 / 田川 明子

69 L0009833 阿部 洋子 ＳＰＴＣ 75 64  

L0011028 多田 まみ子 総武グリーンテニスクラブ 阿部 洋子 / 多田 まみ子

70 bye    

bye 阿部 洋子 / 多田 まみ子

71 bye 46 61 105 

bye 米岡 喜代美 / 廣瀬 純子

72 L0004221 米岡 喜代美 百合ヶ丘ファミリーテニスクラブ    

L0002758 廣瀬 純子 明治神宮外苑テニスクラブ 八橋 ふみ子 / 秋本 晶子

73 L0006049 新谷 茂子 田園テニスクラブ 64 76(5)  

L0007838 近藤 有子 田園テニスクラブ 新谷 茂子 / 近藤 有子

74 bye    

bye 新谷 茂子 / 近藤 有子

75 bye 60 64  

bye 橋本 光子 / 柳田 和子

76 L0010366 橋本 光子 ウィッシュ    

L0011063 柳田 和子 東宝調布ＴＣ 八橋 ふみ子 / 秋本 晶子

77 L0005696 富山 千恵子 横浜ガーデンテニスクラブ 61 61  

L0010558 福田 美希子 あざみ野ローンテニスクラブ 富山 千恵子 / 福田 美希子

78 bye    

bye 八橋 ふみ子 / 秋本 晶子

79 bye 62 61  

bye 八橋 ふみ子 / 秋本 晶子

80 L0000077 9 八橋 ふみ子 ラブインドアＴ．Ｃ    C

L0001209 秋本 晶子 国府台テニスガーデン 本郷 美智子 / 林 栄子

81 L0000327 16 増田 紫 善福寺公園Ｔ．Ｃ． 62 64  

L0001576 嶋津 エリコ 立川テニスクラブ 増田 紫 / 嶋津 エリコ

82 bye    

bye 増田 紫 / 嶋津 エリコ

83 bye 62 61  

bye 石川 公子 / 中村 伊公子

84 L0003611 石川 公子 目黒テニスクラブ    

L0010588 中村 伊公子 目黒テニスクラブ 増田 紫 / 嶋津 エリコ

85 L0009235 手塚 裕子 松山下ＳＣ 75 63  

L0009306 松本 修代 松山下Ｓ．Ｃ 手塚 裕子 / 松本 修代

86 bye    

bye 手塚 裕子 / 松本 修代

87 bye 62 61  

bye 鈴木 邦子 / 秋山 幸子

88 L0011248 鈴木 邦子 中央区テニス連盟    

L0007054 秋山 幸子 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ 本郷 美智子 / 林 栄子

89 L0009983 高橋 芳子 総武グリーンテニスクラブ 64 61  

L0011036 会田 慶子 総武グリーンテニスクラブ 高橋 芳子 / 会田 慶子

90 bye    

bye 羽場 むつみ / 村岡 裕子

91 bye 62 62  

bye 羽場 むつみ / 村岡 裕子

92 L0009270 羽場 むつみ 相模原グリーン    

L0010550 村岡 裕子 東急嶮山スポーツガーデン 本郷 美智子 / 林 栄子

93 L0000484 立花 きわ子 石巻テニス協会 62 60  

L0000475 堀江 千景 秋田テニスクラブ 立花 きわ子 / 堀江 千景

94 L0008541 渡辺 光江 あたごテニスクラブ 62 62  

L0009823 藤沢 啓子 あたごテニスクラブ 本郷 美智子 / 林 栄子

95 bye 64 62  

bye 本郷 美智子 / 林 栄子

96 L0009374 3 本郷 美智子 東宝調布テニスクラブ    

L0001646 林 栄子 相模原グリーンテニスクラブ
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97 L0002599 6 上原 美津枝 ミナミグリーンテニスクラブ

L0008566 平野 久美子 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ 上原 美津枝 / 平野 久美子

98 bye    

bye 上原 美津枝 / 平野 久美子

99 bye 67(4) 76(4) 105 

bye 田村 恵美子 / 朝尾 弘子

100 L0008356 田村 恵美子 ＢＥＡＴ　Ｔ．Ｃ    

L0008347 朝尾 弘子 ＢＥＡＴ　Ｔ．Ｃ 上原 美津枝 / 平野 久美子

101 L0009538 荻原 里美 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ 64 63  

L0004185 鈴木 道子 百草テニスガーデン 荻原 里美 / 鈴木 道子

102 bye    

bye 屋敷 純子 / 梶原 あつ子

103 bye 46 63 107 

bye 屋敷 純子 / 梶原 あつ子

104 L0008653 屋敷 純子 Ｙ．Ｓ．Ｃ    

L0011177 梶原 あつ子 相模原グリーンテニスクラブ 神沢 富士江 / 松本 和美

105 L0008577 稲葉 雪枝 立野ローンテニスクラブ 61 64  

L0005133 中嶋 裕子 明治神宮外苑テニスクラブ 稲葉 雪枝 / 中嶋 裕子

106 bye    

bye 稲葉 雪枝 / 中嶋 裕子

107 bye 60 63  

bye 渡辺 ナジャ / 石塚 幸子

108 L0007388 渡辺 ナジャ 上用賀テニスクラブ    

L0009135 石塚 幸子 ダブルライン 神沢 富士江 / 松本 和美

109 L0000322 神沢 富士江 ラポーム・あすなろラケットクラブ 61 36 101 

L0002863 松本 和美 フォレストテニスクラブ 神沢 富士江 / 松本 和美

110 bye    

bye 神沢 富士江 / 松本 和美

111 bye 64 75  

bye 安藤 康子 / 木下 久美子

112 L0006487 10 安藤 康子 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ    D

L0006906 木下 久美子 保谷ロイヤルテニスクラブ 氏家 真沙子 / 鳴嶋 正枝

113 L0002877 14 江成 紀子 相模原グリーンテニスクラブ 36 60 102 

L0007993 中山 すみ子 立川テニス倶楽部 江成 紀子 / 中山 すみ子

114 bye    

bye 江成 紀子 / 中山 すみ子

115 bye 64 63  

bye 太田 真由美 / 橋本 博子

116 L0001509 太田 真由美 ＹＩＴＣ    

L0001933 橋本 博子 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ 江成 紀子 / 中山 すみ子

117 L0000065 工藤 桂子 水戸グリーンテニスクラブ 36 63 107 

L0009032 若原 美恵子 テニスポート波崎 工藤 桂子 / 若原 美恵子

118 bye    

bye 工藤 桂子 / 若原 美恵子

119 bye 62 63  

bye 冨永 純子 / 鈴木 三恵子

120 L0007326 冨永 純子 テニスハレ大宮    

L0008713 鈴木 三恵子 テニスハレ大宮 氏家 真沙子 / 鳴嶋 正枝

121 L0010476 蓮田 慶子 田柄テニスクラブ 63 64  

L0009466 渕上 千佳子 田柄テニスクラブ 蓮田 慶子 / 渕上 千佳子

122 bye    

bye 鶴 寿子 / 松井 裕美

123 bye    W.O.

bye 鶴 寿子 / 松井 裕美

124 L0000310 鶴 寿子 桜台テニスクラブ    

L0000034 松井 裕美 小平テニスクラブ 氏家 真沙子 / 鳴嶋 正枝

125 L0005695 田中 美知子 市ヶ尾テニスクラブ 75 61  

L0008828 古久保 マリ ベル野あざみ 服部 八千代 / 富田 久美子

126 服部 八千代 PCA 57 76(5) 119 

L0009606 富田 久美子 関町ローンテニスクラブ 氏家 真沙子 / 鳴嶋 正枝

127 bye 62 63  

bye 氏家 真沙子 / 鳴嶋 正枝

128 L0003535 2 氏家 真沙子 相模原グリーンテニスクラブ    

L0006015 鳴嶋 正枝 立川テニス倶楽部


