
女子ダブルス ５５歳以上

登録No Seed name 1R 2R 3R QF SF

1 L0001218 1 佐谷 真理 プロ・ミズノ

L0000066 村上 佳子 東急あざみ野テニスガーデンTC 佐谷 真理 / 村上 佳子

2 bye    

bye 佐谷 真理 / 村上 佳子

3 L0005032 大原 典子 田園テニスクラブ 63 61  

L0011937 児玉 純子 JITC 大原 典子 / 児玉 純子

4 L0009716 門脇 治絵子 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ 75 06 10-8 

L0011250 藤谷 裕江 中央区テニス連盟 佐谷 真理 / 村上 佳子

5 L0009463 湯沢 直美 東宝調布テニスクラブ 64 61  

L0005496 広野 美紀 アシニス 関口 美幸 / 平松 陽子

6 L0005565 関口 美幸 相模原グリーンテニスクラブ 60 61  

L0002790 平松 陽子 相模原グリーンテニスクラブ 関口 美幸 / 平松 陽子

7 L0008512 橋本 泉 ＴＥＡＭ　ＷＩＳＥ 75 63  

L0006913 柴田 充代 Ｊ．ＳＴＡＰ 秋元 静子 / 細川 奈美

8 L0003589 13～16 秋元 静子 神崎テニスカレッジ 63 62  

L0001443 細川 奈美 東山テニスクラブ 佐谷 真理 / 村上 佳子

9 L0008653 9～12 屋敷 純子 Ｙ．Ｓ．Ｃ． 64 75  

L0008885 柴田 元美 ＹＳＣ（横浜スポーツマンクラブ） 屋敷 純子 / 柴田 元美

10 L0004239 関根 ちか子 明治神宮外苑テニスクラブ 61 63  

L0004364 島田 京子 あじさいインドアテニススクール 屋敷 純子 / 柴田 元美

11 L0012010 杉山 由紀子 ＪＩ．Ｔ．Ｃ． 61 64  

L0005133 中嶋 裕子 明治神宮外苑テニスクラブ 伊藤 江里子 / 藤沢 啓子

12 L0004138 伊藤 江里子 中原テニスクラブ 63 64  

L0009823 藤沢 啓子 あたごテニスクラブ 原田 裕子 / 篠 弘美

13 L0009466 渕上 千佳子 田柄テニスクラブ 67(3) 62 10-8 

L0003514 小泉 節子 ウィッシュ 渕上 千佳子 / 小泉 節子

14 L0008916 高西 美幸 小田急秦野テニスガーデン 36 64 10-7 

L0011534 芦谷 貴子 足柄ローンテニスクラブ 原田 裕子 / 篠 弘美

15 L0011064 福永 ナミ アット 61 62  

L0011151 永楽 恵以子 フィールドジュニア 原田 裕子 / 篠 弘美

16 L0002906 5～8 原田 裕子 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ 60 62  A

L0011569 篠 弘美 高松ローンテニスクラブ 本郷 美智子 / 炭谷 綾子

17 L0009374 3～4 本郷 美智子 東宝調布テニスクラブ 76(4) 57 10-6 

L0003830 炭谷 綾子 上尾セントラルテニスクラブ 本郷 美智子 / 炭谷 綾子

18 L0008562 竹内 みどり ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ 62 62  

L0005220 長畑 淳子 テニスナッツ 本郷 美智子 / 炭谷 綾子

19 L0011296 須藤 愛子 横浜スポーツマンクラブ 61 26 10-5 

川島 千鶴子 横浜スポーツマンクラブ 杉本 久見子 / 赤城 左絵

20 L0009629 杉本 久見子 高松ローンテニスクラブ 64 62  

L0011582 赤城 左絵 立野ＬＴＣ 本郷 美智子 / 炭谷 綾子

21 L0008342 峰岸 寿真子 京王テニスクラブ 63 63  

L0003127 北沢 陽美 東宝調布テニスクラブ 石橋 令子 / 細川 早余子

22 L0011873 石橋 令子 ウィッシュ 75 62  

L0010129 細川 早余子 あたごテニスクラブ 石橋 令子 / 細川 早余子

23 L0004221 米岡 喜代美 百合ヶ丘ファミリーテニスクラブ 61 64  

L0002758 廣瀬 純子 明治神宮外苑テニスクラブ 原田 伸子 / 田中 久子

24 L0007185 13～16 原田 伸子 あさきテニスクラブ 64 63  

L0003225 田中 久子 保谷ロイヤルテニスクラブ 本郷 美智子 / 炭谷 綾子

25 L0008546 9～12 若生 浩子 ＲＪ 64 62  

L0005906 田川 明子 ブルーベリーテニスクラブ 若生 浩子 / 田川 明子

26 L0011339 安村 直美 西東京市テニス協会 63 62  

L0009606 富田 久美子 関町ローンテニスクラブ 若生 浩子 / 田川 明子

27 L0007150 鈴木 佐和子 ダブルライン 36 61 16-14 

L0005022 新谷 順子 目黒テニスクラブ 稲葉 雪枝 / 飯島 敦子

28 L0012049 稲葉 雪枝 立野ＬＴＣ 64 62  

L0008270 飯島 敦子 立野ローンＴＣ 川口 陽子 / 森田 眞美子

29 L0008504 川口 陽子 酒井根ＴＣ 63 63  

L0012053 森田 眞美子 松山ＴＳＣ 川口 陽子 / 森田 眞美子

30 L0004978 藤田 都 浦和パークテニスクラブ 60 61  

L0008524 杉山 夏美 ＴＦＣ 川口 陽子 / 森田 眞美子 F

31 L0010263 石川 礼子 トトロ 63 46 10-8 

L0012026 渡辺 孝子 あたごテニスクラブ 伊藤 芳子 / 田代 美知子

32 L0009371 5～8 伊藤 芳子 Ｙ．Ｓ．Ｃ． 61 63  

L0010911 田代 美知子 Ｙ．Ｓ．Ｃ．

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
本郷 美智子 / 炭谷 綾子 神沢 富士江 / 森下 友子

神沢 富士江 / 森下 友子 75 60
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33 L0005695 5～8 田中 美知子 市ヶ尾テニスクラブ

L0002877 江成 紀子 相模原グリーンテニスクラブ 田中 美知子 / 江成 紀子

34 L0009513 矢澤 邦子 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ 67(3) 64 13-11 

室井 千鶴 今市テニスクラブ 田中 美知子 / 江成 紀子

35 L0012231 酒井 容子 明治神宮外苑テニスクラブ 62 60  

L0007838 近藤 有子 田園テニスクラブ 今井 知恵子 / 高橋 久美子

36 L0008610 今井 知恵子 立野ローンテニスクラブ 64 61  

L0011894 高橋 久美子 立野ローンテニスクラブ 坂爪 京子 / 邊見 つえ子

37 L0003607 麻生 美江子 京王テニスクラブ 62 62  

L0007054 秋山 幸子 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ 麻生 美江子 / 秋山 幸子

38 L0010366 橋本 光子 ウィッシュ 63 61  

L0011638 堤 智子 東宝調布テニスクラブ 坂爪 京子 / 邊見 つえ子

39 小林 かおる 横浜ガーデンテニスクラブ 60 61  

L0007996 太田 恵美子 目黒テニスクラブ 坂爪 京子 / 邊見 つえ子

40 L0008851 9～12 坂爪 京子 ＴＦＣ 75 61  

L0002879 邊見 つえ子 リトルプリンステニスクラブ 住田 里美 / 薮本 敬子

41 L0007984 13～16 清原 恭子 関町ローンテニスクラブ 64 26 10-3 

L0006906 木下 久美子 保谷ロイヤルテニスクラブ 町田 典子 / 石飛 佳代子

42 L0005008 町田 典子 目黒テニスクラブ 61 64  

L0009564 石飛 佳代子 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ 町田 典子 / 石飛 佳代子

43 L0005326 宮川 初枝 ＳＰＣ 60 64  

L0011423 亀井 良子 Ｙ．Ｓ．Ｃ． 宮川 初枝 / 亀井 良子

44 L0007388 渡辺 ナジャ 田園Ｔ．Ｃ． 62 61  

L0009135 石塚 幸子 ダブルライン 住田 里美 / 薮本 敬子

45 L0007993 中山 すみ子 立川テニス倶楽部 61 62  

L0010561 吉澤 晴美 保谷ロイヤルＴＣ 中山 すみ子 / 吉澤 晴美

46 L0011028 多田 まみ子 総武グリーンテニスクラブ 64 63  

油屋 文子 クラブUTA 住田 里美 / 薮本 敬子

47 L0011623 近本 育美 小金井テニス連盟 61 46 10-5 

L0009652 村田 真弓 ネスト 住田 里美 / 薮本 敬子

48 L0009470 3～4 住田 里美 テニスプロジェクト 60 64  B

L0010341 薮本 敬子 テニスプロジェクト 神沢 富士江 / 森下 友子

49 L0004242 5～8 澗田 早苗 あさきテニスクラブ 62 64  

L0006843 松田 恵美子 浦和パークテニスクラブ 澗田 早苗 / 松田 恵美子

50 L0009538 荻原 里美 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ    W.O.

L0011860 椎橋 美保 エバーグリーンＴＦ横浜 澗田 早苗 / 松田 恵美子

51 L0010036 萱場 智香 明治神宮外苑テニスクラブ 63 62  

L0010033 石丸 教子 明治神宮外苑テニスクラブ 山田 博子 / 上村 美奈子

52 L0004984 山田 博子 東宝調布 75 75  

L0009815 上村 美奈子 千間台 澗田 早苗 / 松田 恵美子

53 L0007021 加藤 公子 相模原グリーンテニスクラブ 57 62 10-7 

L0011177 梶原 あつ子 相模原グリーンテニスクラブ 加藤 公子 / 梶原 あつ子

54 L0008572 上田 紀子 神崎テニスカレッジ 26 62 10-8 

L0008984 越後 克子 神崎テニスカレッジ 阿部 純子 / 鳴嶋 正枝

55 L0011019 益戸 しのぶ T-ZONE 63 62  

佐藤 美奈子 大田区テニス連盟 阿部 純子 / 鳴嶋 正枝

56 L0009200 9～12 阿部 純子 Ｆｉｒｓｔ 60 60  

L0006015 鳴嶋 正枝 立川テニス倶楽部 神沢 富士江 / 森下 友子

57 L0006392 13～16 岡 美和子 若林ＴＣ 57 75 10-6 

L0006132 長崎 慶子 神崎テニスカレッジ 岡 美和子 / 長崎 慶子

58 L0010583 石田 公子 横浜スポーツマンクラブ（ＹＳＣ） 63 61  

L0010525 榎本 有子 Y.S.C. 岡 美和子 / 長崎 慶子

59 L0008481 貫井 明美 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 67(6) 76(5) 10-8 

大野 敏枝 フォレストテニスクラブ 丸一 京子 / 岡野 二枝

60 L0008209 丸一 京子 テニスコミュニティ千葉 64 63  

L0008833 岡野 二枝 サムライテニス 神沢 富士江 / 森下 友子

61 L0011248 鈴木 邦子 中央区テニス連盟 63 62  

L0008944 古藤 まり サントピアテニスクラブ 高橋 弘子 / 澁川 貴子

62 L0001592 高橋 弘子 サンコーテニスアカデミー 62 63  

L0010066 澁川 貴子 スポーツクリエイト 神沢 富士江 / 森下 友子

63 L0000389 石崎 伸子 エバーグリーンテニスフォレスト横浜 76(5) 64  

L0006934 山内 文子 テニスプラザ戸塚 神沢 富士江 / 森下 友子

64 L0000322 2 神沢 富士江 高崎水曜会 62 76(5)  

L0009109 森下 友子 Ｙ．Ｓ．Ｃ．




