
女子ダブルス ４５歳以上

登録No Seed name 1R 2R 3R QF SF

1 L0004260 1 雨川 あふみ 高松ローンテニスクラブ

L0004265 山川 恵 フミヤスポーツ 雨川 あふみ / 山川 恵

2 bye    

bye 池田 千奈津 / 吉竹 まゆみ

3 L0009046 池田 千奈津 ヤナギ 75 36 10-4 

L0010997 吉竹 まゆみ Ｊ・ＳＴＡＰ 池田 千奈津 / 吉竹 まゆみ

4 L0012316 安藤 たまみ 松戸市テニス協会 64 64  

L0008788 大内 まゆみ てづかグリーンテニスクラブ 河田 美恵子 / 小俣 千佳

5 L0012042 書上 仁美 チームオクヤマ 64 63  

小山 由香利 稲城市テニス連盟 書上 仁美 / 小山 由香利

6 bye    

bye 河田 美恵子 / 小俣 千佳

7 bye 62 61  

bye 河田 美恵子 / 小俣 千佳

8 L0008618 河田 美恵子 石神井ＬＴＣ    

L0009049 小俣 千佳 テニスピアジュエ 福島 笑子 / 嶋津 和恵

9 L0010961 片桐 美智子 大田区テニス連盟 62 16 12-10 

L0008794 神山 邦子 明治神宮外苑ＴＣ 片桐 美智子 / 神山 邦子

10 bye    

bye 福島 笑子 / 嶋津 和恵

11 bye 61 64  

bye 福島 笑子 / 嶋津 和恵

12 L0009478 福島 笑子 ＴＰＰ    

L0008980 嶋津 和恵 ＴＦＣ 福島 笑子 / 嶋津 和恵

13 吉野 章代 (株）正木企画 62 76(5)  

鈴木 順子 (株）正木企画 吉野 章代 / 鈴木 順子

14 bye    

bye 山谷 優子 / 山田 留美子

15 bye    W.O.

bye 山谷 優子 / 山田 留美子

16 L0003577 5～8 山谷 優子 東宝調布テニスクラブ    A

L0010316 山田 留美子 東宝調布 斉藤 綾子 / 小山 結子

17 L0008483 3～4 佐藤 芳香 ミズノ藤沢テニスクラブ    W.O.

L0008482 ヘルナンデス 薫 荏原湘南スポーツセンター 佐藤 芳香 / ヘルナンデス 薫

18 bye    

bye 佐藤 芳香 / ヘルナンデス 薫

19 bye 62 26 10-2 

bye 加藤 尚子 / 勝原 美香

20 L0008728 加藤 尚子 タウンテニス大泉学園    

L0010538 勝原 美香 コートピア大泉 佐藤 芳香 / ヘルナンデス 薫

21 L0011524 長谷川 昌枝 Ｌｅａｄｓ 62 61  

濱村 いづき 日野市テニス協会 長谷川 昌枝 / 濱村 いづき

22 bye    

bye 長谷川 昌枝 / 濱村 いづき

23 bye 61 36 11-9 

bye 行方 京乃 / 谷口 久美子

24 L0011927 行方 京乃 船橋さくらＴＣ    

L0010809 谷口 久美子 ＩＳＨＩＩテニスアカデミー 斉藤 綾子 / 小山 結子

25 L0011608 清水 真弓 高洲　テニスクラブ    W.O.

L0012111 八田 圭子 船橋さくらＴＣ 清水 真弓 / 八田 圭子

26 bye    

bye 清水 真弓 / 八田 圭子

27 bye 63 62  

bye 田中 恵子 / 堀野 美奈子

28 L0010992 田中 恵子 桜台ＴＣ    

L0010618 堀野 美奈子 桜台テニスクラブ 斉藤 綾子 / 小山 結子

29 野口 博子 アスリードテニスアカデミー 60 64  

L0012268 北村 五月 三井化学 野口 博子 / 北村 五月

30 bye    

bye 斉藤 綾子 / 小山 結子 F

31 bye 61 64  

bye 斉藤 綾子 / 小山 結子

32 L0008770 5～8 斉藤 綾子 ＪＳＳアリーナ松戸　    

L0009069 小山 結子 ＪＳＳ松戸テニスアリーナ

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

WINNER
斉藤 綾子 / 小山 結子 松永 明子 / 横山 紀美江

松永 明子 / 横山 紀美江 62 63
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33 L0008497 5～8 上島 恭子 ヤナギ

L0006833 中島 ちえ子 ウィッシュ 上島 恭子 / 中島 ちえ子

34 bye    

bye 上島 恭子 / 中島 ちえ子

35 bye 62 62  

bye 大迫 かおる / 福永 英子

36 L0009621 大迫 かおる 東京ローンテニスクラブ    

L0008486 福永 英子 ミタカテニスクラブ 上島 恭子 / 中島 ちえ子

37 L0012117 小林 志津香 成城テニスクラブ 63 61  

鶴田 文 ATK 小林 志津香 / 鶴田 文

38 bye    

bye 加藤 薫 / 田中 亜妃子

39 bye 61 61  

bye 加藤 薫 / 田中 亜妃子

40 加藤 薫 国立西が丘庭球場    

田中 亜妃子 国立西が丘庭球場 松永 明子 / 横山 紀美江

41 L0010097 加藤 みどり ＹＳＣ 63 75  

L0010962 研野 香織 Ｙ．Ｓ．Ｃ． 加藤 みどり / 研野 香織

42 bye    

bye 加藤 みどり / 研野 香織

43 bye 60 60  

bye 園山 美映 / 三田 奈緒子

44 園山 美映 JITC    

三田 奈緒子 JITC 松永 明子 / 横山 紀美江

45 L0007015 市川 哲美 高松ローンテニスクラブ 62 62  

L0007989 澤野 美央子 明治神宮外苑テニスクラブ 市川 哲美 / 澤野 美央子

46 bye    

bye 松永 明子 / 横山 紀美江

47 bye 62 62  

bye 松永 明子 / 横山 紀美江

48 L0011478 3～4 松永 明子 松戸市ＴＡ    B

L0011467 横山 紀美江 吉田記念 松永 明子 / 横山 紀美江

49 L0008521 5～8 高橋 えみ子 テニスプロジェクト 60 67(5) 10-5 

L0005414 野々村 深雪 Y.S.C. 高橋 えみ子 / 野々村 深雪

50 bye    

bye 高橋 えみ子 / 野々村 深雪

51 bye 64 61  

bye 石川 智子 / 幸田 和子

52 L0011844 石川 智子 Ｌｅａｄｓ    

L0012048 幸田 和子 立野ローン 高橋 えみ子 / 野々村 深雪

53 L0012116 斎藤 優子 東京グリーンヒルズテニスクラブ 61 61  

L0012123 菊地 里紗 東京グリーンヒルズテニスクラブ 斎藤 優子 / 菊地 里紗

54 bye    

bye 小林 めぐみ / 田村 みさお

55 bye    W.O.

bye 小林 めぐみ / 田村 みさお

56 L0011119 小林 めぐみ 立川ＴＣ    

L0010421 田村 みさお 東宝調布テニスクラブ 高橋 えみ子 / 野々村 深雪

57 L0010627 萩生田 亜友美 相模原グリーンテニスクラブ 76(3) 76(4)  

L0010748 佐々木 昇子 相模原グリーンテニスクラブ 萩生田 亜友美 / 佐々木 昇子

58 bye    

bye 萩生田 亜友美 / 佐々木 昇子

59 bye 36 64 11-9 

bye 家崎 洋子 / 井上 昌美

60 L0010585 家崎 洋子 アシニス    

L0012243 井上 昌美 東宝調布テニスクラブ 佐藤 千枝 / 田村 豊美

61 L0011032 園田 聖子 Tz-one 63 61  

L0009448 飯塚 敏子 瀬田テニススクール 園田 聖子 / 飯塚 敏子

62 bye    

bye 佐藤 千枝 / 田村 豊美

63 bye 60 60  

bye 佐藤 千枝 / 田村 豊美

64 L0009617 2 佐藤 千枝 テニスユナイテッド    

L0009616 田村 豊美 ＴＰＰ




