
2012/4/5- 2012/4/22 女子ダブルス 70歳以上

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

1 L0000160 1 手塚 美智子 明治神宮外苑テニスクラブ

L0000157 南井 多恵子 江戸川台テニスクラブ 手塚 美智子 / 南井 多恵子

2 bye    

bye 土屋 周子 / 茂原 絢子

3 L0005272 板谷 貴子 横浜スポーツマンクラブ 60 16 105 

L0004979 佐々木 和江 小平テニス倶楽部 土屋 周子 / 茂原 絢子

4 L0002753 土屋 周子 昭和の森テニスクラブ 64 36 119 

L0003671 茂原 絢子 下川井テニスクラブ 土屋 周子 / 茂原 絢子

5 L0000168 冨田 登喜子 ウェストグリーンテニスクラブ 62 36 119 

L0004991 原田 孝子 ＴＥＡＭ　ＪＵＮＮＵ 冨田 登喜子 / 原田 孝子

6 L0001665 古川 禮子 小平テニスクラブ 60 62  

L0009590 中村 光代 小平テニスクラブ 冨田 登喜子 / 原田 孝子

7 bye 16 61 102 

bye 町田 裕子 / 日下 宇子

8 L0003413 5 町田 裕子 立川テニスクラブ    

L0008700 日下 宇子 上郷グリーンＴ．Ｃ 土屋 周子 / 茂原 絢子

9 L0001938 4 松村 仁子 フラワーテニスクラブ 62 64  

L0010051 國廣 三和子 宮崎台Ｔ・Ｃ 松村 仁子 / 國廣 三和子

10 bye    

bye 松村 仁子 / 國廣 三和子

11 L0006164 中島 多恵子 八王子アイビーテニスクラブ 61 46 107 

L0003021 平山 礼子 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ 福田 節子 / 飯塚 初江

12 L0007420 福田 節子 東急嶮山スポーツガーデン 64 60  

L0004730 飯塚 初江 茅野庭球協会 松村 仁子 / 國廣 三和子

13 L0000158 村野 淑子 川崎テニスクラブ 16 60 1210 

L0005250 三浦 幸 横浜スポーツマンクラブ 村野 淑子 / 三浦 幸

14 L0004989 萱間 三鈴 小平テニスクラブ 60 61  

L0005580 大野 芳子 小平テニスクラブ 村野 淑子 / 三浦 幸

15 L0003850 近池 光子 みやふじ静岡 67(5) 61 106 

長谷川 宏子 太田レディーステニスクラブ 河村 美弥子 / 高城 静枝

16 L0000173 7 河村 美弥子 武蔵野ローンテニスクラブ 61 63  WINNER

L0005911 高城 静枝 取手テニスクラブ 今井 公子 / 沼 幸子

17 L0003330 6 今井 公子 関町ローンテニスクラブ 67(1) 75 108 

L0000114 沼 幸子 明治神宮外苑テニスクラブ 今井 公子 / 沼 幸子

18 bye    

bye 今井 公子 / 沼 幸子

19 L0006911 森田 千津子 保谷スポーレテニスクラブ 57 61 102 

山口 洋子 百合ヶ丘ファミリーテニスクラブ 国岡 好子 / 宮坂 ヨシ子

20 L0008834 国岡 好子 野火止テニスクラブ 62 62  

L0000159 宮坂 ヨシ子 あたごTC 今井 公子 / 沼 幸子

21 L0008902 山本 由美子 田園テニス倶楽部 76(3) 63  

L0002852 星野 陽子 田園テニスクラブ 山本 由美子 / 星野 陽子

22 L0010112 高橋 君子 すぎなテニスクラブ 63 62  

L0003057 高橋 洋子 相模原グリーンテニスクラブ 稲垣 寿恵子 / 山下 博子

23 bye 64 76(4)  

bye 稲垣 寿恵子 / 山下 博子

24 L0003445 3 稲垣 寿恵子 市ヶ尾テニスクラブ    

L0000172 山下 博子 相模原グリーンテニスクラブ 今井 公子 / 沼 幸子

25 L0003596 8 上垣 年子 新座ローンテニスクラブ 62 76(4)  

L0003951 大前 紀子 立川グリーンテニスクラブ 上垣 年子 / 大前 紀子

26 L0007633 碓井 秀子 鎌倉宮カントリーテニスクラブ
60 61  

L0001512 岡部 千枝子 鎌倉ローンテニスクラブ 上垣 年子 / 大前 紀子

27 L0001505 遠藤 朝子 武蔵野ローンテニスクラブ 64 61  

L0003482 西谷 清子 国立競技場テニス場 遠藤 朝子 / 西谷 清子

28 L0008687 小泉 安枝 パパス津久井テニスクラブ 60 62  

L0005023 山村 厚子 松本テニス協会 八木 幸子 / 辻 由美子

29 L0009294 天野 周子 名古屋ローンテニスクラブ 62 61  

L0000156 荻島 史子 夢見ヶ﨑ローンテニスクラブ 天野 周子 / 荻島 史子

30 L0005370 叶 早智子 京王テニスクラブ 62 61  

L0005539 早川 弘子 ウイッシュ 八木 幸子 / 辻 由美子

31 bye 63 67(5) 105 

bye 八木 幸子 / 辻 由美子

32 L0000154 2 八木 幸子 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ    

L0001238 辻 由美子 ミタカテニスクラブ

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


