
女子ダブルス ７０歳以上

登録No Seed name 1R 2R QF SF F

1 L0000157 1 南井 多恵子 江戸川台テニスクラブ

L0003057 高橋 洋子 相模原グリーンテニスクラブ 南井 多恵子 / 高橋 洋子

2 bye    

bye 南井 多恵子 / 高橋 洋子

3 塩原 雅子 西ヶ丘テニスクラブ 63 61  

中澤 東亜子 小金井テニス連盟S.T.C 塩原 雅子 / 中澤 東亜子

4 L0007359 高橋 良子 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ    W.O.

L0008863 佐藤 晴恵 市ヶ尾テニスクラブ 大関 ヨシ子 / 滝本 由美子

5 L0003511 松丸 緑 湘南ローンテニスクラブ 63 61  

L0000089 牛村 智恵子 葉山テニスクラブ 松丸 緑 / 牛村 智恵子

6 bye    

bye 大関 ヨシ子 / 滝本 由美子

7 bye 76(5) 60  

bye 大関 ヨシ子 / 滝本 由美子

8 L0003388 大関 ヨシ子 鎌倉宮カントリーテニスクラブ    

L0000137 滝本 由美子 相模原グリーンテニスクラブ 大関 ヨシ子 / 滝本 由美子

9 L0003557 3～4 池田 教子 夢見崎ローンテニスクラブ 76(6) 76(5)  

L0010010 手嶋 比呂美 紙敷テニスクラブ 池田 教子 / 手嶋 比呂美

10 bye    

bye 山本 由美子 / 松岡 かよ子

11 L0005912 三竹 静枝 茨城県シニアテニス連盟 75 64  

L0005911 高城 静枝 茨城県シニアテニス連盟 山本 由美子 / 松岡 かよ子

12 L0002684 山本 由美子 宮崎台テニスクラブ 63 75  

L0000100 松岡 かよ子 エバーグリーンテニスフォレスト横浜 森 晃子 / 川島 紀子

13 L0000145 岩田 節美 中央区テニス連盟 46 63 10-4 

L0000147 植田 洋美 中央区テニス連盟 森 晃子 / 川島 紀子

14 L0008021 森 晃子 関町ローンテニスクラブ 63 67(3) 11-9 

L0004122 川島 紀子 立川テニスクラブ 森 晃子 / 川島 紀子

15 bye 64 61  

bye 原田 孝子 / 国岡 好子

16 L0004991 原田 孝子 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ    WINNER

L0008834 国岡 好子 野火止テニスクラブ 岩崎 紀久代 / 麻生 みね子

17 L0004244 小見山 睦子 マキシマムスポーツマインド 61 62  

L0001499 上田 静子 明治神宮外苑テニスクラブ 小見山 睦子 / 上田 静子

18 bye    

bye 高橋 君子 / 松本 喜久代

19 L0003413 町田 裕子 立川テニスクラブ 62 62  

L0011808 神永 由紀子 神崎テニスカレッジ 高橋 君子 / 松本 喜久代

20 L0010112 高橋 君子 すぎなテニスクラブ 57 64 10-2 

L0010283 松本 喜久代 板橋区テニス協会 高橋 君子 / 松本 喜久代

21 L0007918 藤平 則子 ウェストグリーンテニスクラブ 76(2) 63  

L0002664 原野 幸子 チーム・ウェンズ 藤平 則子 / 原野 幸子

22 L0000097 池田 孝子 明治神宮外苑テニスクラブ 62 36 10-8 

L0000131 前澤 幸江 明治神宮外苑テニスクラブ 藤平 則子 / 原野 幸子

23 bye 67(0) 75 10-6 

bye 村野 淑子 / 三浦 幸

24 L0000158 3～4 村野 淑子 川崎テニスクラブ    

L0005250 三浦 幸 横浜スポーツマンクラブ 岩崎 紀久代 / 麻生 みね子

25 L0007420 福田 節子 東急あざみ野テニスガーデン 62 60  

L0005023 山村 厚子 松本テニス協会 福田 節子 / 山村 厚子

26 bye    

bye 岩崎 紀久代 / 麻生 みね子

27 L0007225 岩崎 紀久代 双実テニスクラブ 60 61  

L0002940 麻生 みね子 あたごテニスクラブ 岩崎 紀久代 / 麻生 みね子

28 L0011294 橋山 美恵子 ケンウッドテニスクラブ 61 60  

L0000133 平田 睦子 相模原ねんりんテニスクラブ 岩崎 紀久代 / 麻生 みね子

29 L0000422 清水 三佐子 小樽テニス協会 57 63 10-7 

L0008304 川島 浩子 エバーグリーンテニスフォレスト横浜 清水 三佐子 / 川島 浩子

30 L0012235 石井 恵子 足柄ローンテニスクラブ 63 64  

L0012052 高野 かずみ 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ 清水 三佐子 / 川島 浩子

31 bye 63 36 11-9 

bye 日下 宇子 / 今井 公子

32 L0008700 2 日下 宇子 鎌倉テニスガーデン    

L0003330 今井 公子 関町ローンテニスクラブ
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