
女子ダブルス ７５歳以上

登録No Seed name 1R 2R QF SF F

1 L0000154 1 八木 幸子 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ

L0000172 山下 博子 相模原グリーンテニスクラブ 八木 幸子 / 山下 博子

2 bye    

bye 八木 幸子 / 山下 博子

3 L0000331 松岡 允江 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ 61 62  

L0000173 河村 美弥子 武蔵野ローンテニスクラブ 松岡 允江 / 河村 美弥子

4 L0003593 岩崎 貴久子 明治神宮外苑テニスクラブ 46 63 10-3 

L0000881 齋藤 惠美子 明治神宮外苑テニスクラブ 八木 幸子 / 山下 博子

5 L0000328 井上 文枝 平山台テニスクラブ 63 62  

L0006911 森田 千津子 保谷スポーレテニスクラブ 井上 文枝 / 森田 千津子

6 bye    

bye 平山 礼子 / 西谷 清子

7 bye 62 61  

bye 平山 礼子 / 西谷 清子

8 L0003021 平山 礼子 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ    

L0003482 西谷 清子 国立競技場テニス場 八木 幸子 / 山下 博子

9 L0000171 3～4 吾妻 英子 チーム・ダイヤモンド 62 26 10-6 

L0008988 久場 睦子 クラブ　ＵＴＡ 吾妻 英子 / 久場 睦子

10 bye    

bye 吾妻 英子 / 久場 睦子

11 L0004980 国沢 つぎ 中原テニスクラブ 64 76(0)  

L0000339 坂本 菊子 宮崎台テニスクラブ 中島 多恵子 / 野本 洋子

12 L0006164 中島 多恵子 八王子アイビーテニスクラブ 63 62  

L0009545 野本 洋子 国府台テニスガーデン 吾妻 英子 / 久場 睦子

13 L0006218 田中 三枝子 上尾テニスクラブ 63 63  

L0007206 岸原 セツ子 立川グリーンテニスクラブ 田中 三枝子 / 岸原 セツ子

14 bye    

bye 谷 喜美子 / 荻島 史子

15 bye 75 61  

bye 谷 喜美子 / 荻島 史子

16 L0000517 谷 喜美子 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ    WINNER

L0000156 荻島 史子 夢見ヶ﨑ローンテニスクラブ 八木 幸子 / 山下 博子

17 L0008585 坂井 フジ子 中原テニスクラブ 61 63  

L0001159 飯塚 寿子 ドウスポーツプラザ 坂井 フジ子 / 飯塚 寿子

18 bye    

bye 秋山 みよ子 / 小島 千代子

19 bye 57 64 10-8 

bye 秋山 みよ子 / 小島 千代子

20 L0005895 秋山 みよ子 深谷テニスクラブ    

L0004103 小島 千代子 あさきテニスクラブ 山本 由美子 / 星野 陽子

21 L0008902 山本 由美子 田園テニス倶楽部 63 64  

L0002852 星野 陽子 田園テニスクラブ 山本 由美子 / 星野 陽子

22 L0004104 畔川 和子 Ｃｌｕｂ　Ｈｉｔ 60 60  

L0010384 大塚 真規子 成城ローンテニスクラブ 山本 由美子 / 星野 陽子

23 bye 64 63  

bye 國廣 三和子 / 田村 りつ子

24 L0010051 3～4 國廣 三和子 宮崎台Ｔ・Ｃ    

L0000341 田村 りつ子 東急あざみ野テニスガーデンＴＣ 遠藤 朝子 / 松村 仁子

25 L0000332 鈴木 美知子 夢見ケ崎ローンテニスクラブ 64 62  

L0000784 柚木 邦子 岡山ローンテニスクラブ 鈴木 美知子 / 柚木 邦子

26 bye    

bye 鈴木 美知子 / 柚木 邦子

27 bye 62 64  

bye 本部 絹子 / 鈴木 照子

28 L0000153 本部 絹子 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ    

L0004957 鈴木 照子 あさきテニスクラブ 遠藤 朝子 / 松村 仁子

29 L0001505 遠藤 朝子 武蔵野ローンテニスクラブ 63 31  RET

L0001938 松村 仁子 フラワーテニスクラブ 遠藤 朝子 / 松村 仁子

30 L0005386 広田 民子 万博テニスガーデン 64 63  

L0008837 村上 道子 茨城レディス 遠藤 朝子 / 松村 仁子

31 bye 75 26 10-7 

bye 辻 由美子 / 松尾 三穂子

32 L0001238 2 辻 由美子 善福寺公園テニスクラブ    

L0000348 松尾 三穂子 川崎テニスクラブ
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