
女子シングルス 50歳以上

Seed name 1R 2R 3R 4R QF SF

1 1 中島 律子 船橋さくらテニスクラブ 中島 律子

2 bye    中島 律子

3 田所 照美 立川ＴＣ 田所 照美 62 61  

4 柳下 俊江 明治神宮外苑テニスクラブ 63 76(5)  中島 律子

5 米澤 都美江 ライトテニスサークル 米澤 都美江 62 60  

6 bye    米澤 都美江

7 bye 日紫喜 香 61 63  

8 日紫喜 香 STP    中島 律子

9 難波 明子 町田ローンテニスクラブ 難波 明子 26 61 10-5 

10 bye    難波 明子

11 bye 中村 理絵 76(3) 64  

12 中村 理絵 チームオクヤマ    土岐田 直美

13 土岐田 直美 相模原グリーンテニスクラブ 土岐田 直美 61 60  

14 bye    土岐田 直美

15 bye 一色 智美 60 61  

16 13～16 一色 智美 トススポーツ    中島 律子

17 9～12 山本 直子 ＴＰＰ 山本 直子 62 62  

18 bye    山本 直子

19 bye 島崎 寿美子 60 61  

20 島崎 寿美子 ロイヤル山形Ｔ．Ｃ    青松 清子

21 新谷 順子 目黒テニスクラブ 新谷 順子 63 63  

22 bye    青松 清子

23 bye 青松 清子 60 61  

24 青松 清子 プリンステニスクラブ    幸田 喜代美

25 佐藤 典子 立川テニスクラブ 佐藤 典子 63 63  

26 bye    相田 玲子

27 bye 相田 玲子 64 76(4)  

28 相田 玲子 成城テニスクラブ    幸田 喜代美

29 市村 文子 越谷グリーンＴＣ 市村 文子 63 61  

30 bye    幸田 喜代美

31 bye 幸田 喜代美 61 60  

32 5～8 幸田 喜代美 ダブルライン    中島 律子

33 3～4 松村 陽紀 ライトテニスサークル 松村 陽紀 62 76(4)  

34 bye    松村 陽紀

35 永谷 勢津子 明治神宮外苑テニスクラブ 永谷 勢津子 62 62  

36 増田 由美 明治神宮外苑テニスクラブ 61 60  松村 陽紀

37 月本 聖子 東宝調布 月本 聖子 64 63  

38 bye    堀口 真由美

39 bye 堀口 真由美 64 06 10-7 

40 堀口 真由美 Ｓ・Ｔ・Ｐ    松村 陽紀

41 鈴木 裕美子 東急嶮山スポーツガーデン 鈴木 裕美子 46 75 10-4 

42 bye    鈴木 裕美子

43 bye 入部 佳子 63 60  

44 入部 佳子 大正セントラルＴＣ目白    鈴木 裕美子

45 宮里 真美 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ 宮里 真美 62 75  

46 bye    松井 キミヨ

47 bye 松井 キミヨ 61 62  

48 13～16 松井 キミヨ 中央区テニス連盟    井上 尚美

49 9～12 青木 明美 Ｙ．Ｓ．Ｃ． 青木 明美 76(9) 46 10-1 

50 bye    橋口 客子

51 bye 橋口 客子 64 75  

52 橋口 客子 ミズノテニスプラザ藤沢    才木 みどり

53 功刀 昌代 光が丘テニスクラブ 功刀 昌代 64 57 10-6 

54 bye    才木 みどり

55 bye 才木 みどり    W.O.

56 才木 みどり テニスアリーナ三鷹    井上 尚美

57 日野 英子 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 日野 英子 62 60  

58 bye    大久保 圭子

59 bye 大久保 圭子 60 61  F

60 大久保 圭子 下川井テニスクラブ    井上 尚美

61 細川 敬子 国立スポーツ科学センター 田中 とし子 63 61  

62 田中 とし子 ライトテニスサークル 64 62  井上 尚美

63 bye 井上 尚美 61 60  

64 5～8 井上 尚美 鎌倉宮カントリーテニスクラブ    

D：第49回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

WINNER

中島 律子中島 律子

花房 るり子 60 76(5)
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65 5～8 妹尾 尚美 エリステニスクラブ 妹尾 尚美

66 bye    妹尾 尚美

67 篠原 希子 東宝調布テニスクラブ 山崎 靖子 61 61  

68 山崎 靖子 町田ローンテニスクラブ 75 67(3) 10-8 妹尾 尚美

69 鈴木 佐和子 ダブルライン 鈴木 佐和子 64 60  

70 bye    越部 美穂

71 bye 越部 美穂 64 61  

72 越部 美穂 ヤナギ    福士 令子

73 横尾 祥子 登戸サンライズテニスコート 横尾 祥子 61 26 10-6 

74 bye    福士 令子

75 bye 福士 令子 64 63  

76 福士 令子 てる設計テニスクラブ    福士 令子

77 三堀 美幸 足柄ローンテニスクラブ 三堀 美幸 75 61  

78 bye    湯本 公子

79 bye 湯本 公子 61 62  

80 9～12 湯本 公子 明治神宮外苑テニスクラブ    福士 令子

81 13～16 鈴木 友紀恵 サントピアテニスクラブ 鈴木 友紀恵 62 62  

82 bye    鈴木 友紀恵

83 bye 秩父 明美 62 61  

84 秩父 明美 小平テニスクラブ    鈴木 友紀恵

85 古川 真弓 市ヶ尾テニスクラブ 古川 真弓 63 75  

86 bye    古川 真弓

87 bye 村田 理恵 36 63 10-7 

88 村田 理恵 Team I`z    鈴木 友紀恵

89 小栗 美佐江 ＮＴＳ 小栗 美佐江 46 45  RET

90 bye    磐長谷 博子

91 bye 磐長谷 博子 61 63  

92 磐長谷 博子 明治神宮外苑テニスクラブ    小柳 洋子

93 北沢 陽美 東宝調布テニスクラブ 北沢 陽美 61 46 10-5 

94 角田 裕子 ＳＴＰ 60 60  小柳 洋子

95 bye 小柳 洋子 62 61  

96 3～4 小柳 洋子 ロイヤルＴ．Ｃ浦和    花房 るり子

97 5～8 井上 泰子 東急剣山スポーツガーデン 井上 泰子 61 63  

98 bye    井上 泰子

99 bye 中田 智子 62 61  

100 中田 智子 チャンステニス同好会    井上 泰子

101 平尾 千香子 大正セントラルテニスクラブ目白 平尾 千香子 61 61  

102 bye    平尾 千香子

103 bye 相神 緑 62 62  

104 相神 緑 サントピアテニスクラブ    井上 泰子

105 竹田 尚代 ラ・ポームあすなろ 竹田 尚代 61 64  

106 bye    竹田 尚代

107 bye 平塚 由子 60 62  

108 平塚 由子 メガロス横浜    渦尻 幸子

109 金子 香 フォーティ 金子 香 61 60  

110 bye    渦尻 幸子

111 bye 渦尻 幸子 63 76(2)  

112 9～12 渦尻 幸子 チームオクヤマ    花房 るり子

113 13～16 山下 美智子 相模原グリーンテニスクラブ 山下 美智子 75 61  

114 bye    山下 美智子

115 bye 山縣 唆弓 61 60  

116 山縣 唆弓 テニスユニバース    山下 美智子

117 吉田 啓子 高田ロイヤルテニスクラブ 吉田 啓子 63 75  

118 bye    鈴木 礼子

119 bye 鈴木 礼子 63 64  

120 鈴木 礼子 逗子マリーナ    花房 るり子

121 米村 さとみ グリーンヒルズインドアテニススクール 米村 さとみ 61 63  

122 bye    一瀬 眞理子

123 bye 一瀬 眞理子 75 67(5) 10-5 

124 一瀬 眞理子 エストテニスクラブ    花房 るり子

125 田中 百合子 あさきテニスクラブ 田中 百合子 60 61  

126 村田 奈緒美 明治神宮外苑テニスクラブ 62 46 10-4 花房 るり子

127 bye 花房 るり子 62 60  

128 2 花房 るり子 ガーデングリーンテニスクラブ    


