
2012/4/5- 2012/4/22 女子ダブルス 65歳以上

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

1 L0001234 1 江沢 好美 クレールＩＴＳ

L0000150 松本 末子 すぎなテニスクラブ 江沢 好美 / 松本 末子

2 bye    

bye 江沢 好美 / 松本 末子

3 L0000110 北村 紀美子 すぎなテニスクラブ 63 65  RET

L0000093 佐藤 冴子 立川テニスクラブ 松丸 緑 / 奈良 君

4 L0003511 松丸 緑 湘南ローンテニスクラブ 62 76(2)  

L0005998 奈良 君 湘南ローンテニスクラブ 江沢 好美 / 松本 末子

5 L0005164 新沼 美智代 神崎テニスカレッジ 62 64  

L0005217 井上 秀子 あたごテニスクラブ 新沼 美智代 / 井上 秀子

6 bye    

bye 新沼 美智代 / 井上 秀子

7 bye 63 51  RET

bye 野口 典子 / 山口 陽子

8 L0006644 野口 典子 サンライズ    

L0009855 山口 陽子 坂戸市テニス協会 江沢 好美 / 松本 末子

9 L0009660 磯山 京子 田園Ｔ・Ｃ 76(7) 76(4)  

L0003524 中島 郁代 ミタカテニスクラブ 磯山 京子 / 中島 郁代

10 bye    

bye 山下 徳子 / 中岡 幸子

11 bye 75 76(1)  

bye 山下 徳子 / 中岡 幸子

12 L0007228 山下 徳子 関町ローンテニスクラブ    

L0006766 中岡 幸子 アプリコットＴＣ 清水 倫代 / 大島 磯美

13 L0010010 手嶋 比呂美 紙敷テニスクラブ 62 62  

L0011335 柳澤 ふじ子 ローズヒルテニスクラブ 手嶋 比呂美 / 柳澤 ふじ子

14 bye    

bye 清水 倫代 / 大島 磯美

15 bye 61 61  

bye 清水 倫代 / 大島 磯美

16 L0002841 6 清水 倫代 東京グリーンテニスクラブ    A

L0005182 大島 磯美 立野ローンテニスクラブ 江沢 好美 / 松本 末子

17 L0009131 3 川上 妙子 関町ローンテニスクラブ 36 61 108 

L0000140 鷲見 美恵子 東急嶮山スポーツガーデン 川上 妙子 / 鷲見 美恵子

18 bye    

bye 岩崎 明子 / 竹内 千恵子

19 L0005017 三浦 和子 足立区テニス協会 76(4) 64  

L0004358 五十嵐 栄子 足立区テニスクラブ 岩崎 明子 / 竹内 千恵子

20 L0005069 岩崎 明子 瀬谷グリーンテニスクラブ 75 61  

L0000126 竹内 千恵子 湘南ローンテニスクラブ 岩崎 明子 / 竹内 千恵子

21 L0004924 木村 淑子 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ 67(8) 75 107 

L0008304 川島 浩子 エバーグリーンテニスフォレスト横浜 木村 淑子 / 川島 浩子

22 bye    

bye 栗原 郁子 / 高原 米子

23 bye 63 63  

bye 栗原 郁子 / 高原 米子

24 L0000416 栗原 郁子 札幌ＬＴＣ    

L0004305 高原 米子 足柄ローンテニスクラブ 岩崎 明子 / 竹内 千恵子

25 L0007972 中野 恭 富士見台テニスクラブ 64 16 1210 

L0010283 松本 喜久代 板橋区テニス協会 中野 恭 / 松本 喜久代

26 bye    

bye 中野 恭 / 松本 喜久代

27 bye 61 75  

bye 三竹 静枝 / 町田 紀代

28 L0005912 三竹 静枝 利根町テニスクラブ    

L0003381 町田 紀代 立川テニスクラブ 村上 幸代 / 野崎 公子

29 L0004122 川島 紀子 立川テニスクラブ 62 62  

L0010088 金田一 圭子 武蔵野ローンテニスクラブ 村上 幸代 / 野崎 公子

30 L0009497 村上 幸代 鎌倉ローンテニス倶楽部 61 63  

L0009555 野崎 公子 鎌倉ローンテニスクラブ 村上 幸代 / 野崎 公子 F

31 bye    W.O.

bye 麻生 みね子 / 石井 恵子

32 L0002940 7 麻生 みね子 あたごテニスクラブ    

L0002787 石井 恵子 足柄ローンテニスクラブ

関谷 淳子 / 岩里 弘子 26 76(4) 107 

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

江沢 好美 / 松本 末子 江沢 好美 / 松本 末子
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ID No. Seed name 1R 2R 3R QF SF

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

33 L0004251 5 西村 民子 東京グリーンテニスクラブ

L0002656 二宮 典子 扇テニスクラブ 西村 民子 / 二宮 典子

34 bye    

bye 西村 民子 / 二宮 典子

35 L0000706 岩瀬 美佐子 市ヶ尾テニスクラブ 63 60  

内田 加代子 国立競技場テニス場 岩瀬 美佐子 / 内田 加代子

36 L0008021 森 晃子 関町ローンテニスクラブ 64 62  

L0008273 中里 千恵子 関町ローンテニスクラブ 西村 民子 / 二宮 典子

37 L0000123 南出 牧子 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ 61 62  

L0000046 加藤 喜代子 平塚ファミリーテニスクラブ 南出 牧子 / 加藤 喜代子

38 bye    

bye 大谷 美恵子 / 只隈 悦子

39 bye 36 76(3) 107 

bye 大谷 美恵子 / 只隈 悦子

40 L0003528 大谷 美恵子 相模原グリーンテニスクラブ    

L0000037 只隈 悦子 相模原グリーンテニスクラブ 原田 安子 / 小川 加代子

41 L0002684 山本 由美子 宮崎台テニスクラブ 75 63  

L0000089 牛村 智恵子 葉山テニスクラブ 山本 由美子 / 牛村 智恵子

42 bye    

bye 山本 由美子 / 牛村 智恵子

43 bye    W.O.

bye 阿部 千代美 / 丸谷 房代

44 L0008020 阿部 千代美 平塚ファミリーTC.    

L0006020 丸谷 房代 Ｓ．Ｐ．Ｃ 原田 安子 / 小川 加代子

45 宮本 淳子 鎌ヶ谷ひかりクラブ 64 76(4)  

L0003461 浜野 五寿美 逗子テニスクラブ 益子 房子 / 池田 教子

46 L0002894 益子 房子 関町ローンテニスクラブ 60 61  

L0003557 池田 教子 夢見崎ローンテニスクラブ 原田 安子 / 小川 加代子

47 bye 63 36 108 

bye 原田 安子 / 小川 加代子

48 L0004201 4 原田 安子 千間台テニスクラブ    B

L0000419 小川 加代子 エバーグリーンテニスフォレスト横浜 関谷 淳子 / 岩里 弘子

49 L0000100 8 松岡 かよ子 エバーグリーンテニスフォレスト横浜 62 63  

L0003388 大関 ヨシ子 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 松岡 かよ子 / 大関 ヨシ子

50 bye    

bye 松岡 かよ子 / 大関 ヨシ子

51 bye 62 63  

bye 丹羽 数子 / 鉾立 和子

52 L0000092 丹羽 数子 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ    

L0007363 鉾立 和子 青空会、坂戸市テニス協会 斎藤 慈子 / 福永 元子

53 L0011148 佐伯 紀子 湘南ローンテニスクラブ 63 26 106 

L0011147 上野 節子 湘南ローンテニスクラブ 佐伯 紀子 / 上野 節子

54 bye    

bye 斎藤 慈子 / 福永 元子

55 bye 61 60  

bye 斎藤 慈子 / 福永 元子

56 L0001560 斎藤 慈子 神崎テニスカレッジ    

L0008769 福永 元子 町田ローンテニスクラブ 関谷 淳子 / 岩里 弘子

57 L0010470 皆川 直子 プラムページＴＰ 64 26 106 

L0009160 絹村 澄子 鎌ケ谷テニスクラブ 皆川 直子 / 絹村 澄子

58 bye    

bye 西條 美枝 / 大泉 紀子

59 bye 46 61 106 

bye 西條 美枝 / 大泉 紀子

60 L0006112 西條 美枝 東宝調布テニスクラブ    

L0006951 大泉 紀子 マキシマムスポーツマインド 関谷 淳子 / 岩里 弘子

61 L0000145 岩田 節美 中央区テニス連盟 63 46 119 

L0000147 植田 洋美 中央区テニス連盟 岩田 節美 / 植田 洋美

62 L0000104 山中 美佐子 ＣＳＪつくばテニスガーデン 76(3) 75  

L0000144 塩田 洋子 石神井ローンテニスクラブ 関谷 淳子 / 岩里 弘子

63 bye 61 61  

bye 関谷 淳子 / 岩里 弘子

64 L0000142 2 関谷 淳子 ミタカテニスクラブ    

L0000149 岩里 弘子 エバーグリーンフォレスト横浜


