
女子ダブルス ６０歳以上

登録No Seed name 1R 2R 3R QF SF

1 L0007322 1 山下 美智恵 横浜ガーデンテニスクラブ

L0001209 秋本 晶子 国府台テニスガーデン 山下 美智恵 / 秋本 晶子

2 bye    

bye 山下 美智恵 / 秋本 晶子

3 L0002918 西脇 栄子 昭和の森テニスクラブ 61 60  

L0010084 中 敏江 あたごテニスクラブ 楠木 由里 / 藤田 千里

4 L0007964 楠木 由里 百合ヶ丘ファミリーテニスクラブ 63 63  

L0003670 藤田 千里 田園テニスクラブ 山下 美智恵 / 秋本 晶子

5 L0011982 久保 政子 富士見台テニスクラブ 75 61  

L0011984 田中 玲子 富士見台テニスクラブ 徳田 章子 / 天明 早苗

6 L0011034 徳田 章子 田園テニス倶楽部 61 62  

L0006902 天明 早苗 田園テニスクラブ 井澤 恭子 / 大里 史

7 L0003266 森廣 陽子 百合ヶ丘ファミリーテニスクラブ 60 60  

L0009051 高橋 栄子 京王テニスクラブ 井澤 恭子 / 大里 史

8 L0010797 13～16 井澤 恭子 川崎テニスクラブ 61 63  

L0011407 大里 史 ＢＥＡＴ　ＴＣ 山下 美智恵 / 秋本 晶子

9 L0009476 9～12 加勢 みさ代 町田ローンテニスクラブ 63 46 10-5 

L0008000 千葉 純恵 中央林間テニスクラブ 加勢 みさ代 / 千葉 純恵

10 L0005946 福田 洋子 国立スポーツ科学センター    W.O.

L0005143 寺井 ナナ 東宝調布テニスクラブ 加勢 みさ代 / 千葉 純恵

11 L0002923 竹内 昭子 エバーグリーンテニスフォレスト横浜 64 76(4)  

L0009060 山本 美智子 ＳＰＴＣ 近藤 由実子 / 高須賀 志保子

12 L0008509 近藤 由実子 足柄ローンテニスクラブ 06 75 10-3 

L0005275 高須賀 志保子 横浜ガーデンテニスクラブ 兵頭 正子 / 氏家 真沙子

13 L0006818 小松 利恵子 明治神宮外苑テニスクラブ 64 06 10-6 

L0006303 国嶋 澄子 市ヶ尾テニスクラブ 有井 宏美 / 国分 京子

14 L0007409 有井 宏美 田柄テニスクラブ    W.O.

L0005021 国分 京子 富士見台テニスクラブ 兵頭 正子 / 氏家 真沙子

15 L0002856 吉田 峰子 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ 61 57 10-6 

L0009641 久松 とよ子 足立区テニス協会 兵頭 正子 / 氏家 真沙子

16 L0008184 5～8 兵頭 正子 東急あざみ野テニスガーデンＴＣ 62 60  A

L0003535 氏家 真沙子 相模原グリーンテニスクラブ 工藤 桂子 / 小野 悦子

17 L0000036 3～4 奥村 なな子 相模原グリーンテニスクラブ 06 63 10-7 

L0001646 林 栄子 相模原グリーンテニスクラブ 奥村 なな子 / 林 栄子

18 L0005150 加藤 裕子 神崎テニスカレッジ 60 63  

L0006436 小坂 信子 神崎テニスカレッジ 奥村 なな子 / 林 栄子

19 L0006865 小林 泰子 Ｙ．Ｓ．Ｃ 60 60  

L0009836 立原 友子 Ｙ・Ｓ・Ｃ 小林 泰子 / 立原 友子

20 L0000018 飯塚 圭子 明治神宮外苑テニスクラブ 62 61  

L0009401 伊藤 由美子 東京グリーンテニスクラブ 中山 明代 / 望月 友子

21 L0007579 佐藤 千寿子 富士見台テニスクラブ 61 16 10-6 

L0005057 榎木 敏子 富士見台テニスクラブ 佐藤 千寿子 / 榎木 敏子

22 L0002835 八尾村 純子 田園テニス倶楽部 61 60  

L0007977 武田 秀子 横浜スポーツマンクラブ 中山 明代 / 望月 友子

23 L0010255 唐川 聖子 武蔵野ローンテニスクラブ 62 64  

L0007963 落合 紀枝子 大田区テニス連盟 中山 明代 / 望月 友子

24 L0000072 13～16 中山 明代 大正セントラルテニスクラブ目白 64 62  

L0002965 望月 友子 国立スポーツ科学センター 工藤 桂子 / 小野 悦子

25 L0000065 9～12 工藤 桂子 水戸グリーンテニスクラブ 76(6) 62  

L0006751 小野 悦子 取手市民硬式テニスクラブ 工藤 桂子 / 小野 悦子

26 L0009268 橋本 早苗 楠クラブ 76(4) 74(3)  

市川 道子 千葉県女子テニス連盟 工藤 桂子 / 小野 悦子

27 L0005197 吉本 水穂 ウィッシュ 62 62  

L0005157 我孫子 政枝 東宝調布テニスクラブ 渡辺 光江 / 松井 裕美

28 L0008541 渡辺 光江 あたごテニスクラブ 46 75 10-8 

L0000034 松井 裕美 小平テニスクラブ 工藤 桂子 / 小野 悦子

29 L0011895 濱路 一代 ＴＴＳ 64 62  

L0011879 大口 紀子 関町ＬＴＣ 濱路 一代 / 大口 紀子

30 L0005362 平松 智子 武蔵野市テニス連盟    W.O.

L0005357 蔵本 敦子 武蔵野市テニス連盟 小貫 由美子 / 神長 政子 F

31 L0010119 金子 麻美 富士見台ＴＣ    W.O.

L0011468 高木 雅子 明治神宮外苑テニスクラブ 小貫 由美子 / 神長 政子

32 L0000057 5～8 小貫 由美子 北茨城市テニス協会 60 62  

L0004754 神長 政子 湘南ファミリーＴ／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
工藤 桂子 / 小野 悦子 福田 美希子 / 太田 真由美

福田 美希子 / 太田 真由美 62 76(2)
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33 L0005304 5～8 茂呂 紀子 国立スポーツ科学センター

L0008031 高橋 弘代 ウィッシュ 飯沼 久美子 / 鶴 寿子

34 L0002899 飯沼 久美子 立川テニス倶楽部 62 57 12-10 

L0000310 鶴 寿子 桜台テニスクラブ 飯沼 久美子 / 鶴 寿子

35 L0007406 新井 美喜子 関町ローンテニスクラブ 75 76(8)  

L0009079 鈴木 英子 関町ローンテニスクラブ 岩附 加代子 / 古海 マスミ

36 L0000033 岩附 加代子 京王テニスクラブ 46 75 10-6 

L0010644 古海 マスミ エーデル 飯沼 久美子 / 鶴 寿子

37 L0001055 松村 紀子 アポロコーストテニスクラブ 76(4) 67(5) 12-10 

L0012021 山元 友子 クラブハウスイワキリ 岡本 トモ子 / 奥村 友子

38 L0004308 岡本 トモ子 明治神宮外苑テニスクラブ 46 62 10-6 

L0005065 奥村 友子 明治神宮外苑テニスクラブ 興野 八重子 / 高橋 芳子

39 L0011891 河村 信子 富士見台テニスクラブ 62 62  

丸山 恵子 富士見台ＴＣ 興野 八重子 / 高橋 芳子

40 L0003520 9～12 興野 八重子 明治神宮外苑テニスクラブ 60 61  

L0009983 高橋 芳子 総武グリーンテニスクラブ 福田 美希子 / 太田 真由美

41 L0010558 13～16 福田 美希子 あざみ野ローンテニスクラブ 61 46 10-5 

L0001509 太田 真由美 ＹＩＴＣ 福田 美希子 / 太田 真由美

42 L0006866 鈴木 三枝 田園テニスクラブ 63 60  

L0000060 中澤 とく子 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ 福田 美希子 / 太田 真由美

43 L0005465 坂本 ゆたか 川崎テニスクラブ 63 60  

岡部 静子 名細テニスクラブ 吉島 美実 / 鹿野 豊子

44 L0011610 吉島 美実 武蔵野ローンテニスクラブ 62 57 11-9 

L0019105 鹿野 豊子 サンライズ 福田 美希子 / 太田 真由美

45 L0000314 荘 昌子 楠クラブ 64 63  

L0006257 小林 真弓 アポロコーストテニスクラブ 高林 周子 / 豊泉 礼子

46 L0008552 高林 周子 ウイッシュ 61 63  

L0009733 豊泉 礼子 田園テニスクラブ 坂田 三真子 / 小川 桂子

47 L0003024 坂田 三真子 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ 60 63  

L0000029 小川 桂子 江戸川台テニスクラブ 坂田 三真子 / 小川 桂子

48 L0000061 3～4 丹野 邦子 鎌倉宮カントリーＴ．Ｃ 61 75  B

L0000010 高橋 千恵子 ヴィクトワールテニスチーム 福田 美希子 / 太田 真由美

49 L0005741 5～8 佐伯 礼子 エバーグリーンテニスフォレスト横浜 62 63  

L0002849 河野 保子 神崎テニスカレッジ 佐伯 礼子 / 河野 保子

50 L0000073 塚田 玲子 ラ・ポームあすなろラケットクラブ 62 63  

L0012255 正田 和子 サークＭ 佐伯 礼子 / 河野 保子

51 L0009495 小林 明代 葉山テニスクラブ 63 06 10-8 

L0011914 西沢 和子 スクランブル 増田 紫 / 嶋津 エリコ

52 L0000327 増田 紫 善福寺公園Ｔ．Ｃ．    W.O.

L0001576 嶋津 エリコ 立川テニスクラブ 田村 恵美子 / 朝尾 弘子

53 L0008750 島村 小浪 上尾テニス 75 62  

L0006706 栗田 律子 桶川ロイヤルテニスクラブ 鈴木 三恵子 / 大川 みどり

54 L0008713 鈴木 三恵子 テニスハレ大宮 46 75 10-8 

L0008187 大川 みどり テニスハレ大宮 田村 恵美子 / 朝尾 弘子

55 L0011905 安井 多津子 富士見台テニスクラブ 64 46 10-8 

L0008717 松井 律子 杉並区テニス連盟 田村 恵美子 / 朝尾 弘子

56 L0008356 9～12 田村 恵美子 ＢＥＡＴ　Ｔ．Ｃ 62 63  

L0008347 朝尾 弘子 ＢＥＡＴ　Ｔ．Ｃ 田村 恵美子 / 朝尾 弘子

57 L0001933 13～16 橋本 博子 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ 76(5) 36 10-6 

L0000086 渡辺 永海 東急あざみ野テニスガーデンＴＣ 橋本 博子 / 渡辺 永海

58 L0004157 青松 佐枝 神崎テニスクラブ 62 61  

L0002898 川村 八重子 立川テニスクラブ 橋本 博子 / 渡辺 永海

59 L0004212 上平 孝子 明治神宮外苑テニスクラブ 62 60  

L0004213 戸田 淳子 明治神宮外苑テニスクラブ 上平 孝子 / 戸田 淳子

60 L0000922 平田 貴子 ＴＥＡＭ　ＭＡＲＳ    W.O.

L0003569 矢野 壽子 石神井ローンテニスクラブ 橋本 博子 / 渡辺 永海

61 L0004194 角田 啓子 保谷ロイヤルテニスクラブ 62 46 10-6 

L0004960 奥山 美知子 中央区テニス連盟 今井 しのぶ / 小島 廣子

62 L0001495 今井 しのぶ 富士見台テニスクラブ 75 61  

L0005221 小島 廣子 桶川ロイヤルテニスクラブ 今井 しのぶ / 小島 廣子

63 L0003855 戸田 尚子 鷹之台テニスクラブ 36 76(5) 10-3 

L0007257 成澤 シヅ子 テニスコミュニティ千葉 千葉 清美 / 森山 郁野

64 L0001607 2 千葉 清美 あたごテニスクラブ 26 60 10-8 

L0002296 森山 郁野 ＳＰＴＣ


