
女子ダブルス ４０歳以上

登録No Seed name 1R 2R QF SF F

1 L0010599 1 笠井 和子 松原テニスクラブ

L0011145 木村 真紀 セサミスポーツクラブ三鷹 笠井 和子 / 木村 真紀

2 bye    

bye 笠井 和子 / 木村 真紀

3 L0012079 野田 美和 ラリー＆スマッシュ 63 61  

L0011900 宮下 亜紀子 上福岡テニスガーデン 片山 恵子 / 溝口 康恵

4 L0011426 片山 恵子 マス・ガイアテニスクラブ 61 61  

L0011846 溝口 康恵 立川市テニス連盟 笠井 和子 / 木村 真紀

5 L0010009 有馬 智子 トータルテニスアカデミー 63 62  

田中 貴子 あざみ野 有馬 智子 / 田中 貴子

6 bye    

bye 土屋 純香 / 三富 敏子

7 bye 36 63 10-5 

bye 土屋 純香 / 三富 敏子

8 L0011769 土屋 純香 江戸川台Ｔ．Ｃ    

L0011833 三富 敏子 横須賀ダイヤランドテニスクラブ 笠井 和子 / 木村 真紀

9 L0010589 3～4 青木 奈央 ＪＳＳアリーナ 62 62  

L0012310 永田 順子 クレールインドアテニススクール 青木 奈央 / 永田 順子

10 bye    

bye 青木 奈央 / 永田 順子

11 bye    W.O.

bye 坂東橋 なお / 中村 敦子

12 L0011447 坂東橋 なお 明治神宮外苑テニスクラブ    

中村 敦子 明治神宮外苑テニスクラブ 青木 奈央 / 永田 順子

13 L0012240 齋藤 智美 カネボウ 67(0) 75 10-6 

L0012241 佐藤 真紀子 湘南ローンテニスクラブ 齋藤 智美 / 佐藤 真紀子

14 bye    

bye 鎌田 桂子 / 梅田 真由美

15 bye 62 61  

bye 鎌田 桂子 / 梅田 真由美

16 L0009479 鎌田 桂子 ＴＰＰ    WINNER

梅田 真由美 エバグリーン 奥山 律子 / 大竹 由紀絵

17 L0012013 中島 有香子 東宝調布テニスクラブ    W.O.

L0012271 岩下 江里 武蔵野テニスシティ 中島 有香子 / 岩下 江里

18 bye    

bye 奥山 律子 / 大竹 由紀絵

19 bye 64 63  

bye 奥山 律子 / 大竹 由紀絵

20 L0010528 奥山 律子 オクヤマテニスショップ    

L0011453 大竹 由紀絵 テニスユナイテッド 奥山 律子 / 大竹 由紀絵

21 L0011127 芝山 美樹 ＳＥＥＤ　ＴＣ 46 63 10-4 

垂石 菜美 スランプ 芝山 美樹 / 垂石 菜美

22 bye    

bye 会田 明子 / 松村 さおり

23 bye 62 76(3)  

bye 会田 明子 / 松村 さおり

24 L0010998 3～4 会田 明子 スカイブルー    

L0010514 松村 さおり ウッドテニス 奥山 律子 / 大竹 由紀絵

25 L0011387 谷 純子 吉田記念ＴＣ 76(4) 64  

L0012301 月脚 友美子 TTC 谷 純子 / 月脚 友美子

26 bye    

bye 中里 淳子 / 中村 純子

27 bye 62 26 11-9 

bye 中里 淳子 / 中村 純子

28 L0010921 中里 淳子 松原ＴＣ    

中村 純子 KION 佐野 雅子 / 村田 珠美

29 L0011024 斉藤 真弓 アシニス 63 62  

L0011208 倉掛 順子 オクヤマテニスショップ 斉藤 真弓 / 倉掛 順子

30 bye    

bye 佐野 雅子 / 村田 珠美

31 bye 63 61  

bye 佐野 雅子 / 村田 珠美

32 L0011021 2 佐野 雅子 西東京市硬式テニス協会    

L0011806 村田 珠美 三鷹市テニス協会

D：第50回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部


