
2012/4/5- 2012/4/22 女子ダブルス　60歳以上

  

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

1 L0003520 1 興野 八重子 明治神宮外苑テニスクラブ

L0003231 飯塚 恵子 明治神宮外苑テニスクラブ 興野 八重子 / 飯塚 恵子

2 bye    

bye 興野 八重子 / 飯塚 恵子

3 L0008189 土屋 幸 ＳＣアクア金沢八景 64 75  

L0006224 西村 悦子 東急嶮山Ｓ．Ｇ． 森 幸子 / 黒澤 街子

4 L0008625 森 幸子 鵠沼グリーンテニスクラブ 62 76(0)  

L0004111 黒澤 街子 明治神宮外苑テニスクラブ 興野 八重子 / 飯塚 恵子

5 L0003024 坂田 三真子 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ 63 62  

L0000060 中澤 とく子 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ 坂田 三真子 / 中澤 とく子

6 bye    

bye 坂田 三真子 / 中澤 とく子

7 bye 62 64  

bye 広原 新子 / 前田 町子

8 L0001657 広原 新子 立川ＴＣ    

L0002873 前田 町子 東宝調布テニスクラブ 興野 八重子 / 飯塚 恵子

9 L0005251 石黒 博子 湘南ローンテニスクラブ 46 62 106 

L0010797 井澤 恭子 川崎テニスクラブ 石黒 博子 / 井澤 恭子

10 bye    

bye 石黒 博子 / 井澤 恭子

11 bye 62 63  

bye 小林 のり子 / 角田 啓子

12 L0002904 小林 のり子 神崎テニスカレッジ    

L0004194 角田 啓子 保谷ロイヤルテニスクラブ 伊東 靖子 / 竹内 昭子

13 L0003372 神林 はるみ あたごテニスクラブ 46 64 106 

L0008559 前島 悦子 立川テニス倶楽部 神林 はるみ / 前島 悦子

14 bye    

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

bye 伊東 靖子 / 竹内 昭子

15 bye 63 61  

bye 伊東 靖子 / 竹内 昭子

16 L0004080 15 伊東 靖子 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ    A

L0002923 竹内 昭子 エバーグリーンテニスフォレスト横浜 興野 八重子 / 飯塚 恵子

17 L0000049 12 永沼 治子 関町ローンテニスクラブ 61 60  

L0000022 広瀬 米子 東急嶮山スポーツガーデン 永沼 治子 / 広瀬 米子

18 bye    

bye 永沼 治子 / 広瀬 米子

19 bye 61 75  

bye 飯塚 圭子 / 長尾 文子

20 L0000018 飯塚 圭子 明治神宮外苑テニスクラブ    

L0003418 長尾 文子 荏原ＳＳＣ 永沼 治子 / 広瀬 米子

21 L0008558 小竹 初江 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 36 64 104 

L0009079 鈴木 英子 関町ローンテニスクラブ 小竹 初江 / 鈴木 英子

22 bye    

bye 水越 貴久子 / 藤井 きくよ

23 bye 62 61  

bye 水越 貴久子 / 藤井 きくよ

24 L0005439 水越 貴久子 立野ローンテニスクラブ    

L0010723 藤井 きくよ 立川テニスクラブ 永沼 治子 / 広瀬 米子

25 L0007030 長島 廣子 寒川ローンテニスクラブ 61 75  

L0000086 渡辺 永海 東急嶮山スポーツガーデン 長島 廣子 / 渡辺 永海

26 bye    

bye 長島 廣子 / 渡辺 永海

27 bye 76(5) 16 107 

bye 小松 利恵子 / 国嶋 澄子

28 L0006818 小松 利恵子 明治神宮外苑テニスクラブ    

L0006303 国嶋 澄子 市ヶ尾テニスクラブ 長島 廣子 / 渡辺 永海

29 L0003670 藤田 千里 田園テニスクラブ 63 36 106 

L0011023 山田 たみを 田園テニスクラブ 藤田 千里 / 山田 たみを

30 bye    

bye 細江 幸子 / 波多野 洋子 SF F

31 bye 60 62  WINNER

bye 細江 幸子 / 波多野 洋子 興野 八重子 / 飯塚 恵子

32 L0008386 5 細江 幸子 鷹之台テニスクラブ    64 75

L0002769 波多野 洋子 ＳＯＴＣ

興野 八重子 / 飯塚 恵子

64 63

小貫 由美子 / 佐藤 まり子

63 76(11)小貫 由美子 / 佐藤 まり子

八尾村 純子 / 加勢 みさ代

小清水 恵子 / 大里 史

興野 八重子 / 飯塚 恵子
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33 L0005741 4 佐伯 礼子 エバーグリーンテニスフォレスト横浜

L0002849 河野 保子 東宝調布テニスクラブ 佐伯 礼子 / 河野 保子

34 bye    

bye 茂呂 紀子 / 高橋 弘代

35 bye 64 61  

bye 茂呂 紀子 / 高橋 弘代

36 L0005304 茂呂 紀子 国立スポーツ科学センター    

L0008031 高橋 弘代 ウィッシュ 茂呂 紀子 / 高橋 弘代

37 高木 雅子 明治神宮外苑テニスクラブ 60 60  

森田 純子 明治神宮外苑テニスクラブ 高木 雅子 / 森田 純子

38 bye    

bye 高木 雅子 / 森田 純子

39 bye 63 26 106 

bye 坪内 和子 / 阿部 静江

40 L0011037 坪内 和子 田園テニスクラブ    

L0011039 阿部 静江 田園テニスクラブ 茂呂 紀子 / 高橋 弘代

41 L0002351 永野 真里子 トキワクラブ伊豆高原 63 62  

L0005456 田辺 悦子 市ヶ尾テニスクラブ 永野 真里子 / 田辺 悦子

42 bye    

bye 永野 真里子 / 田辺 悦子

43 bye 62 62  

bye 内海 由美子 / 篠原 恵美

44 L0010936 内海 由美子 サントピア    

L0010927 篠原 恵美 ひまわり 永野 真里子 / 田辺 悦子

45 L0007977 武田 秀子 横浜スポーツマンクラブ 61 61  

L0011389 山脇 ゆみ江 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 武田 秀子 / 山脇 ゆみ江

46 bye    

bye 武田 秀子 / 山脇 ゆみ江

47 bye    W.O.

bye 横田 秀美 / 千葉 純恵

48 L0000064 16 横田 秀美 上郷グリーンヒルテニスクラブ    B

L0008000 千葉 純恵 中央林間テニスクラブ 小清水 恵子 / 大里 史

49 L0009051 11 高橋 栄子 東急嶮山スポーツガーデン 06 63 108 

L0000312 長島 啓子 神崎テニスカレッジ 高橋 栄子 / 長島 啓子

50 bye    

bye 高橋 栄子 / 長島 啓子

51 bye 36 61 107 

bye 高橋 かず子 / 島村 小浪

52 L0009188 高橋 かず子 マイティー    

L0008750 島村 小浪 上尾テニス 古阪 訓子 / 緑川 百合子

53 L0003674 古阪 訓子 蓮田グリーンテニスクラブ 63 36 103 

L0009048 緑川 百合子 アバンタージュ 古阪 訓子 / 緑川 百合子

54 bye    

bye 古阪 訓子 / 緑川 百合子

55 bye 60 63  

bye 中山 久恵 / 藤沢 美智子

56 L0010653 中山 久恵 テニスプラザ戸塚    

L0010611 藤沢 美智子 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 小清水 恵子 / 大里 史

57 L0002387 森山 八重子 明治神宮外苑テニスクラブ 75 64  

L0007006 久保田 素子 明治神宮外苑テニスクラブ 森山 八重子 / 久保田 素子

58 bye    

bye 小清水 恵子 / 大里 史

59 bye 61 62  

bye 小清水 恵子 / 大里 史

60 L0011406 小清水 恵子 BEAT.TC    

L0011407 大里 史 BEAT.TC 小清水 恵子 / 大里 史

61 L0004212 上平 孝子 明治神宮外苑テニスクラブ 60 64  

L0004213 戸田 淳子 明治神宮外苑テニスクラブ 上平 孝子 / 戸田 淳子

62 bye    

bye 小野 悦子 / 千葉 清美

63 bye 62 61  

bye 小野 悦子 / 千葉 清美

64 L0006751 6 小野 悦子 取手市民硬式テニスクラブ    

L0001607 千葉 清美 あたごテニスクラブ
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65 L0007218 8 槍田 真理子 関町ローンテニスクラブ

L0000063 畑 美恵子 関街ローンテニスクラブ 槍田 真理子 / 畑 美恵子

66 bye    

bye 槍田 真理子 / 畑 美恵子

67 bye 64 63  

bye 大矢 利江 / 小山 菊枝

68 L0010030 大矢 利江 上尾テニスクラブ    

L0010041 小山 菊枝 フラワー 槍田 真理子 / 畑 美恵子

69 L0009733 豊泉 礼子 田園テニスクラブ 36 64 102 

L0006866 鈴木 三枝 田園テニスクラブ 豊泉 礼子 / 鈴木 三枝

70 bye    

bye 豊泉 礼子 / 鈴木 三枝

71 bye 64 63  

bye 高森 美佐子 / 西脇 栄子

72 L0008203 高森 美佐子 立川テニス倶楽部    

L0002918 西脇 栄子 昭和の森テニスクラブ 槍田 真理子 / 畑 美恵子

73 L0009796 伊藤 邦 湘南ローンテニスクラブ 46 64 106 

L0008596 浜野 ちず子 大磯ローンテニスクラブ 伊藤 邦 / 浜野 ちず子

74 bye    

bye 伊藤 邦 / 浜野 ちず子

75 bye    W.O.

bye 加藤 裕子 / 緒方 真理

76 L0005150 加藤 裕子 神崎テニスカレッジ    

L0011048 緒方 真理 小平テニスクラブ 惣福 君子 / 大沢 文子

77 L0010952 福山 三枝子 あたごテニスクラブ 62 61  

L0010084 中 敏江 あたごテニスクラブ 福山 三枝子 / 中 敏江

78 bye    

bye 惣福 君子 / 大沢 文子

79 bye 60 61  

bye 惣福 君子 / 大沢 文子

80 L0000122 9 惣福 君子 八王子テニススクール    C

L0010114 大沢 文子 立川テニス倶楽部 八尾村 純子 / 加勢 みさ代

81 L0002835 13 八尾村 純子 田園テニス倶楽部 67(4) 61 107 

L0009476 加勢 みさ代 町田ローンテニスクラブ 八尾村 純子 / 加勢 みさ代

82 bye    

bye 八尾村 純子 / 加勢 みさ代

83 bye 64 63  

bye 前田 雅代 / 大川 みどり

84 L0008305 前田 雅代 遊友族    

L0008187 大川 みどり テニスハレ大宮 八尾村 純子 / 加勢 みさ代

85 L0010119 金子 麻美 富士見台ＴＣ 62 36 106 

L0007406 新井 美喜子 関町ローンテニスクラブ 金子 麻美 / 新井 美喜子

86 bye    

bye 人見 照子 / 本池 秀子

87 bye 61 60  

bye 人見 照子 / 本池 秀子

88 L0004938 人見 照子 月見野LTC    

L0009085 本池 秀子 名細テニスクラブ 八尾村 純子 / 加勢 みさ代

89 L0010313 永井 邦子 国立霞ヶ丘庭球場 61 46 102 

L0005021 国分 京子 富士見台TC 永井 邦子 / 国分 京子

90 bye    

bye 永井 邦子 / 国分 京子

91 bye 64 64  

bye 坂本 ゆたか / 今別府 延子

92 L0005465 坂本 ゆたか 川崎テニスクラブ    

L0010297 今別府 延子 レニックステニスガーデン 永井 邦子 / 国分 京子

93 L0007965 神山 静枝 田園テニスクラブ 75 46 107 

L0007064 勝浦 博子 大田区テニス連盟 瀬岡 かゆき / 近藤 由実子

94 L0006956 瀬岡 かゆき 足柄ローンテニスクラブ 62 60  

L0008509 近藤 由実子 足柄ローンテニスクラブ 瀬岡 かゆき / 近藤 由実子

95 bye 46 64 1513 

bye 奥村 なな子 / 望月 節子

96 L0000036 3 奥村 なな子 相模原グリーンテニスクラブ    

L0005210 望月 節子 横浜スポーツマンクラブ
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97 L0000061 7 丹野 邦子 鎌倉宮カントリーＴ．Ｃ

L0010002 牛道 タキ子 三和テニスクラブ 丹野 邦子 / 牛道 タキ子

98 bye    

bye 丹野 邦子 / 牛道 タキ子

99 bye 61 64  

bye 大塩 さち子 / 井上 真美子

100 L0007047 大塩 さち子 明治神宮外苑テニスクラブ    

L0010979 井上 真美子 明治神宮外苑テニスクラブ 丹野 邦子 / 牛道 タキ子

101 L0011034 徳田 章子 田園テニス倶楽部 76(5) 64  

L0011035 柴田 潤子 田園テニスクラブ 徳田 章子 / 柴田 潤子

102 bye    

bye 吉田 裕子 / 坂倉 美知子

103 bye 75 63  

bye 吉田 裕子 / 坂倉 美知子

104 L0009080 吉田 裕子 神奈川県東急嶮山スポーツガーデン    

L0007981 坂倉 美知子 青葉台ローンテニスクラブ 高橋 千恵子 / 山谷 典子

105 L0002856 吉田 峰子 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ 62 75  

L0009641 久松 とよ子 足立区テニス協会 吉田 峰子 / 久松 とよ子

106 bye    

bye 中村 和子 / 長谷川 晶子

107 bye 75 63  

bye 中村 和子 / 長谷川 晶子

108 L0007508 中村 和子 サントピアテニスクラブ    

L0007657 長谷川 晶子 富士見台テニスクラブ 高橋 千恵子 / 山谷 典子

109 L0009794 佐藤 順子 エバーグリーンフォレスト横浜 63 64  

L0010106 野際 玲子 神奈中テニススクール伊勢原 佐藤 順子 / 野際 玲子

110 bye    

bye 高橋 千恵子 / 山谷 典子

111 bye 63 60  

bye 高橋 千恵子 / 山谷 典子

112 L0000010 10 高橋 千恵子 ヴィクトワールテニスチーム    D

L0001943 山谷 典子 ジョイフルアスレティッククラブ 小貫 由美子 / 佐藤 まり子

113 L0008668 14 間瀬戸 礼子 鷹之台テニスクラブ 64 64  

L0001606 多羅尾 清子 高井戸ダイヤモンドＴ．Ｃ． 間瀬戸 礼子 / 多羅尾 清子

114 bye    

bye 塚田 玲子 / 金子 むつ枝

115 bye 62 64  

bye 塚田 玲子 / 金子 むつ枝

116 L0000073 塚田 玲子 ラ・ポームあすなろラケットクラブ    

金子 むつ枝 あかぎT.C 塚田 玲子 / 金子 むつ枝

117 L0011225 古川 幸子 武蔵野ローンテニスクラブ 61 75  

L0011224 増田 君代 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 古川 幸子 / 増田 君代

118 bye    

bye 佐藤 エミ子 / 織田 鏡子

119 bye 64 64  

bye 佐藤 エミ子 / 織田 鏡子

120 L0008192 佐藤 エミ子 深谷市テニス協会    

L0009978 織田 鏡子 東松山市テニス協会 小貫 由美子 / 佐藤 まり子

121 L0002623 佐々木 美知代 東京グリーンＴ．Ｃ 63 63  

L0009401 伊藤 由美子 東京グリーンテニスクラブ 佐々木 美知代 / 伊藤 由美子

122 bye    

bye 曽根 陽子 / 橋本 節子

123 bye 63 63  

bye 曽根 陽子 / 橋本 節子

124 L0010074 曽根 陽子 小金原テニスクラブ    

L0010626 橋本 節子 酒井根テニスクラブ 小貫 由美子 / 佐藤 まり子

125 山崎 京子 大森テニスクラブ 60 60  

稲富 志保子 田園テニスクラブ 岡本 トモ子 / 奥村 友子

126 L0004308 岡本 トモ子 明治神宮外苑テニスクラブ 60 62  

L0005065 奥村 友子 明治神宮外苑テニスクラブ 小貫 由美子 / 佐藤 まり子

127 bye 61 63  

bye 小貫 由美子 / 佐藤 まり子

128 L0000057 2 小貫 由美子 北茨城市テニス協会    

L0000062 佐藤 まり子 あたごテニスクラブ


