
女子ダブルス ５０歳以上

登録No Seed name 1R 2R 3R QF SF

1 L0004360 1 青木 明美 Ｙ．Ｓ．Ｃ．

L0008495 橋場 治子 明治神宮外苑テニスクラブ 青木 明美 / 橋場 治子

2 L0010973 青木 通代 スポ－ツラーニング 62 61  

L0007893 川島 すえ子 田園テニス倶楽部 青木 明美 / 橋場 治子

3 L0009481 柴崎 洋子 エストテニスクラブ 62 61  

L0009482 中西 はつき エストテニスクラブ（ＥＳＴ） 柴崎 洋子 / 中西 はつき

4 L0003527 善田 紫紺 稲城市テニス連盟 64 67(10) 10-5 

L0003602 楠原 淳子 鎌倉ローンテニスクラブ 青木 明美 / 橋場 治子

5 L0006901 一色 智美 トススポーツ 63 75  

L0010008 田中 ゆかり チームオクヤマ 一色 智美 / 田中 ゆかり

6 L0010330 田原 恵子 横須賀ダイヤランドテニスクラブ 60 63  

L0010324 上村 久子 鎌倉宮カントリー 長島 恵理子 / 市川 早苗

7 L0010915 長島 恵理子 明治神宮外苑ＴＣ 63 62  

L0010303 市川 早苗 吉田記念 長島 恵理子 / 市川 早苗

8 L0008422 13～16 東 純子 横浜ガーデンテニスクラブ 62 61  

L0006987 山田 小百合 Ｙ．Ｓ．Ｃ． 青木 明美 / 橋場 治子

9 L0009761 9～12 須藤 薫 稲毛フラワーテニスクラブ    W.O.

L0010052 野澤 いづみ ＳＰＴＣ 須藤 薫 / 野澤 いづみ

10 L0010519 関 雄子 テニスユナイテッド 60 60  

L0003424 吉田 幸子 オクヤマテニスショップ 須藤 薫 / 野澤 いづみ

11 L0008853 朝野 美奈子 京王テニスクラブ 75 63  

L0010556 来住 美代子 日野市テニス協会 朝野 美奈子 / 来住 美代子

12 L0008096 三浦 洋子 トトロ 63 64  

L0004987 塩澤 しのぶ あたごテニスクラブ 板越 千春 / 佐伯 貴代子

13 L0002929 渦尻 幸子 チームオクヤマ 64 62  

L0003564 磐長谷 博子 明治神宮外苑テニスクラブ 大槻 由里子 / 森岡 澄代

14 L0010336 大槻 由里子 ウィッシュ 67(3) 62 10-8 

L0007198 森岡 澄代 サントピアテニスクラブ 板越 千春 / 佐伯 貴代子

15 L0006772 板越 千春 ｍ＆ｍつくば 64 46 10-7 

L0011141 佐伯 貴代子 ＨＣＥ 板越 千春 / 佐伯 貴代子

16 L0006108 5～8 猪股 和代 ウィッシュ 76(3) 63  A

L0006109 岡 三恵子 あたごテニスクラブ 青木 明美 / 橋場 治子

17 L0006066 3～4 清水 由美子 アップルTC    W.O.

L0009000 松井 三子 川口ナイト 伊藤 美香子 / 三嶽 紀子

18 L0011612 伊藤 美香子 テニスユナイテッド 36 64 10-6 

L0011630 三嶽 紀子 テニスユナイテッド 伊藤 美香子 / 三嶽 紀子

19 L0010980 重松 留美 TZ-one 60 64  

L0004928 松井 キミヨ 中央区テニス連盟 関 紀代子 / 境 栄子

20 L0011643 関 紀代子 筑後の森テニスクラブ 61 60  

L0002328 境 栄子 筑後の森テニスクラブ 鈴木 裕美子 / 鷲田 裕子

21 L0011903 福山 葉子 ウィッシュ 75 62  

L0011907 藤田 順子 ウィッシュ 棚橋 ゆかり / 青木 恵美子

22 L0010500 棚橋 ゆかり 立野ローンテニスクラブ 62 62  

L0011502 青木 恵美子 国立競技場霞ヶ丘テニス場 鈴木 裕美子 / 鷲田 裕子

23 L0004284 鈴木 礼子 逗子マリーナ 64 61  

L0008229 長澤 弘美 横須賀テニスクラブ 鈴木 裕美子 / 鷲田 裕子

24 L0010772 13～16 鈴木 裕美子 東急嶮山スポーツガーデン 62 62  

L0009469 鷲田 裕子 テニスプロジェクト 和田 貴美子 / 高島 日出子

25 L0011200 9～12 和田 貴美子 東宝調布Ｔ．Ｃ 63 64  

L0011303 高島 日出子 あさきテニスクラブ 和田 貴美子 / 高島 日出子

26 L0011337 芝 由貴子 神崎テニスカレッジ 64 61  

L0011847 古川 真弓 市が尾テニスクラブ 和田 貴美子 / 高島 日出子

27 L0009989 笈川 美佳 SPTC 62 75  

L0009722 森満 葉子 松戸市テニス協会 笈川 美佳 / 森満 葉子

28 L0009620 篠原 希子 東宝調布テニスクラブ 62 61  

L0011807 田邉 麻里子 明治神宮外苑テニスクラブ 和田 貴美子 / 高島 日出子

29 L0010667 漆畑 恵美子 西東京スポーツセンター 75 63  

L0010666 佐堂 弘美 杉並テニス連盟 黒田 由美 / 大島 敬子

30 L0011589 黒田 由美 八王子市テニス連盟 26 63 10-7 

L0012095 大島 敬子 東宝調布 柚山 由香 / 税田 桂子 F

31 L0011116 宮田 真理 ＳＰＴＣ 60 64  

石川 ユウ子 中央区テニス連盟 柚山 由香 / 税田 桂子

32 L0002989 5～8 柚山 由香 Ｔｅａｍ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ 64 63  

L0003497 税田 桂子 ＮＥＸＣＯ中日本

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
青木 明美 / 橋場 治子 青木 明美 / 橋場 治子

斎藤 美由紀 / 岡部 恵理子 76(2) 62
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33 L0007467 5～8 三橋 映子 ウイッシュ

L0009375 加藤 晴美 東宝調布 三橋 映子 / 加藤 晴美

34 L0006561 桂木 優子 高松ローンテニスクラブ 61 64  

L0010616 丸岡 恵理 高松ローンテニスクラブ 三橋 映子 / 加藤 晴美

35 L0007843 永谷 勢津子 明治神宮外苑テニスクラブ 61 61  

L0006971 山崎 靖子 町田ローンテニスクラブ 長井 美奈子 / 中村 美佐子

36 L0006470 長井 美奈子 ＯＴＳ 61 61  

L0005877 中村 美佐子 ＯＴＳ 粟野 祐美 / 土岐田 直美

37 L0012080 鹿子島 孝子 中央林間テニスクラブ 62 64  

L0012078 碓井 紀子 中央林間テニスクラブ 鹿子島 孝子 / 碓井 紀子

38 L0012058 坂本 宏美 高松ローンテニスクラブ 63 61  

松岡 直子 成蹊テニス会 粟野 祐美 / 土岐田 直美

39 L0009289 星 康子 テニスプロジェクト 61 60  

L0010110 入部 佳子 大正セントラルＴＣ目白 粟野 祐美 / 土岐田 直美

40 L0008739 9～12 粟野 祐美 Ｒｏｎｄ－Ｐｏｉｎｔ 61 61  

L0011390 土岐田 直美 相模原グリーンテニスクラブ 粟野 祐美 / 土岐田 直美

41 L0007852 13～16 日紫喜 香 Ｓ・Ｔ・Ｐ 36 75 10-8 

L0010359 堀口 真由美 Ｓ・Ｔ・Ｐ 竹田 尚代 / 金子 香

42 L0007825 竹田 尚代 ラ・ポームあすなろ 64 61  

L0006053 金子 香 フォーティ 須田 晶子 / 小野 満里子

43 L0011921 笠井 紫乃 東宝調布テニスクラブ 64 46 10-2 

L0012003 松永 直子 神崎テニスカレッジ 須田 晶子 / 小野 満里子

44 L0009547 須田 晶子 関町ローンテニスクラブ 62 64  

L0012228 小野 満里子 国立競技場テニス場 川上 真帆子 / 長谷川 弘子

45 L0011201 武藤 祐子 中野区テニス連盟 62 64  

北澤 みゆき 杉並区テニス連盟 武藤 祐子 / 北澤 みゆき

46 L0007250 塩津 恵子 あざみ野ローンテニスクラブ 63 64  

L0009184 櫻井 淳子 ダブルライン 川上 真帆子 / 長谷川 弘子

47 L0011902 川上 真帆子 ウィッシュ 62 62  

L0011901 長谷川 弘子 ウィッシュ 川上 真帆子 / 長谷川 弘子

48 L0009226 3～4 蝦澤 一子 サークル・Ｍ 75 67(3) 10-5 B

L0006502 高橋 利子 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ 斎藤 美由紀 / 岡部 恵理子

49 L0010635 5～8 生井 美智子 宇都宮サンテニスクラブ 62 62  

L0010636 滝川 君代 クールライフスポーツ 久保 公子 / 品田 由紀子

50 L0009585 久保 公子 あざみ野ローンテニスクラブ 62 76(3)  

品田 由紀子 あざみ野ローンテニスクラブ 久保 公子 / 品田 由紀子

51 L0011194 内田 佳子 朝霞グリーンテニスクラブ 61 46 10-6 

近藤 久美子 朝霞グリーンテニスクラブ 高橋 隆子 / 大井 美由紀

52 L0009615 高橋 隆子 板橋区テニス協会 60 60  

大井 美由紀 板橋区テニス協会 斎藤 美由紀 / 岡部 恵理子

53 L0011840 田中 あゆみ テニスユナイテッド 64 75  

L0012298 白石 玲子 松原テニスクラブ 田中 あゆみ / 白石 玲子

54 L0011176 安部 香子 高松ローンテニスクラブ 62 62  

L0012288 小松 珠美 高松ローンテニスクラブ 斎藤 美由紀 / 岡部 恵理子

55 L0011760 村田 理恵 Ｔｅａｍ　Ｉ＇ｚ 63 61  

L0011570 内藤 京子 荏原ＳＳＣ 斎藤 美由紀 / 岡部 恵理子

56 L0006993 9～12 斎藤 美由紀 リトルプリンステニスクラブ 64 60  

L0003702 岡部 恵理子 新札幌テニスクラブ 斎藤 美由紀 / 岡部 恵理子

57 L0003667 13～16 平井 洋子 アシニス 63 62  

L0011437 加藤 桂子 京王テニスクラブ 平井 洋子 / 加藤 桂子

58 L0010501 半田 朋子 立野ローンテニスクラブ    W.O.

L0010747 大石 仁子 ブレントウッド 岡本 由季子 / 高橋 和子

59 L0011741 岡本 由季子 練馬区テニス協会 67(5) 64 10-4 

L0011978 高橋 和子 板橋区テニス協会 岡本 由季子 / 高橋 和子

60 L0010771 林 あけみ 市ヶ尾テニスクラブ 61 62  

花村 智子 市ヶ尾テニスクラブ 妹尾 尚美 / 橋口 客子

61 下澤 恵美 スノーウインド 63 62  

岩本 美智子 スノーウインド 下澤 恵美 / 岩本 美智子

62 吉田 あけみ 東宝調布 63 63  

L0010698 中原 三佐代 平山台テニスクラブ 妹尾 尚美 / 橋口 客子

63 間所 昌代 JITC 61 61  

友山 雅美 MMK 妹尾 尚美 / 橋口 客子

64 L0007873 2 妹尾 尚美 エリステニスクラブ 62 63  

L0004109 橋口 客子 ミズノテニスプラザ藤沢


