
40歳以上女子ダブルス
1R 2R SF F

橋口　客子 杉田ゴルフ場テニスコート

柚山　由香 横浜スポーツマンクラブ

山内　文子 横浜スポーツマンクラブ 橋口・柚山

青木　明美 横浜スポーツマンクラブ 山内・青木 6264
渦尻　幸子 チームオクヤマ 632661
松村　陽紀 ライトテニスサークル 橋口・柚山

藤本　千絵 相模原グリーンテニスクラブ 6160
井ノ花　理恵 相模原グリーンテニスクラブ 藤本・井ノ花

bye 6161
bye
大黒　由紀子ファインヒルズテニスクラブ

三戸谷　晴美佐賀グリーンテニスクラブ 重松・早野
土井　久美子宮ノ森スポーツ倶楽部 6363
三町　浩子 日東
bye
bye 明比・西本

明比　敬子 ジャスティス 6264
西本　春美 宝塚Ｐ．Ｌ．Ｔ．Ｃ 重松・早野

三堀　美幸 足柄ローンテニスクラブ ７６（６）６３
鬼木　雅子 善福寺公園テニスクラブ 尾籠・寶部

尾籠　せつ子ふくいテニスクラブ 6163 重松・早野

寶部　えみ子ふくいテニスクラブ 7563
重松　忍 筑紫野市TA シード
早野　知実 グランドスラム

1 橋口　客子
柚山　由香
2 重松　忍
早野　知実
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45歳以上女子ダブルス
1R 2R ３Ｒ SF F

小泉　幸枝 Rond-Point
中島　律子 JSS相模ガーデンテニスクラブ

bye 小泉・中島

bye 6061
古賀　幸江 筑後の森ＴＣ
似吹　恵子 若久TC 小泉・中島

岡本　和代 筑後の森ＴＣ 6361
安田　勢都子 油山テニスクラブ 村上・平尾

村上　佳子 東急嶮山スポーツガーデン ４６６３７６（４） 村上・平尾

平尾　淳子 テニスガーデンレニックス 6160
山下　佐余子 油山テニスクラブ
川田　洋子 キャンプツー 小泉・中島
佐谷　真理 ミズノ 6063
石崎　伸子 エバーグリーンフォレスト横浜

若松　美雪 大井町ファミリーテニスクラブ 佐谷・石崎

寺坂　祐規子 東宝調布テニスクラブ 国武・広瀬 613662
国武　多津子 香椎クラシックＴＣ 266262
広瀬　テル子 ファミリークラブ 佐谷・石崎

幸田　喜代美 ダブルライン 6364
野嵜　八重子 名古屋ローンテニスクラブ

bye 深田・松本

bye 6164
深田　三枝子 足立ガーデンテニススクール

松本　典子 ふくいテニスクラブ 小泉・中島

月川　律子 コロニーグローブ 6063
佐々木　ひとみ コロニーグローブ
越部　美穂 ヤナギ 月川・佐々木

宮川　初枝 SPC 越部・宮川 6163
近藤　やよい サンランドロイヤルテニスクラブ 6362
大屋敷　星子 グリーン２１ 小寺・清水

森垣　温子 ファミリークラブ ７６（４）６３
有村　成子 大野城市T.C.
bye 小寺・清水

bye 6462
小寺　文子 芦屋国際ローンテニスクラブ

清水　久子 難波徹PTT 花房・小田垣
藤野　睦子 長住テニスクラブ 6163 シード
井手口　安代 長住テニスクラブ
bye 石井・江成 1 小泉　幸枝
bye ６７（３）６３６３ 中島　律子

石井　篤子 相模原グリーンテニスクラブ 2 花房　るり子
江成　紀子 相模原グリーンテニスクラブ 花房・小田垣 小田垣　めぐみ

藤田　雅子 武蔵野ローンテニスクラブ 6360 3 小寺　文子
谷垣　満佐子 千里丘テニスクラブ 森園・枝國 清水　久子

森園　みち子 筑後の森ＴＣ ２６７６（４）６０ 花房・小田垣 4 佐谷　真理
枝國　幸希子 ＡＴＭ久留米 6262 石崎　伸子

花房　るり子 ガーデングリーンテニスクラブ

小田垣　めぐみ 川沿テニスサークル
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50歳以上女子ダブルス
1R 2R ３Ｒ SF Ｆ

杉山　豊子 寒川ローンＴ．Ｃ
森山　郁野 Ｓ．Ｐ．Ｔ．Ｃ
林　栄子 相模原グリーンT.C. 杉山・森山

奥村　なな子 相模原グリーンT.C. 林・奥村 6264
兵頭　正子 東急嶮山スポーツガーデンＴＣ 7561
福田　美希子あざみ野ローンテニスクラブ 杉山・森山

中村　直子 Ｓ．Ｐ．Ｔ．Ｃ 6063
山下　美智恵東急嶮山スポーツガーデンＴＣ 中村・山下

栁　秀子 キロメキT.C. 6062 中村・山下

池田　淳子 西福岡テニスクラブ 366362
渡辺　永海 東急嶮山スポーツガーデンＴＣ

荘　昌子 志津テニスクラブ 山下・中渡
山下　千代子ＭＭＴＣ 266464
中渡　登志子ＤＹＮＡＭＩＴＥ
佐伯　礼子 上郷グリーンヒルＴ．Ｃ 山下・中渡

千葉　純恵 中央林間T.C. 佐伯・千葉 576361
折田　美沙子Ｔ．Ｒ－３ 6275
藤原　洋子 サンランドロイヤルテニスクラブ 山下・中渡

藤井　千鳥 クーニーズ ６２７６（４）
原　百代 竜ノ口ファミリーテニスクラブ 藤井・原
増田　紫 善福寺公園T.C. 6263 工藤・八橋

奥山　美知子中央区テニス連盟 ３６７５７６（２）

工藤　桂子 水戸フリーテニスクラブ

八橋　ふみ子ラブTC 黒田・中村

丸野　倫子 キロメキテニスクラブ 066062
諸隈　陽子 佐賀ローンテニスクラブ

高須賀　志保横浜ガーデンテニスクラブ 丸野・諸隈

西村　悦子 東急嶮山スポーツガーデンＴＣ 高須賀・西村 7561
松本　里知子ファミリークラブ 576360
奥村　陽子 ファミリークラブ 中村・小須田

石橋　美記子ファミリークラブ 267564
石橋　美由紀久山ロイヤルテニスクラブ 中村・小須田

中村　福代 油山テニスクラブ 6264 中村・小須田

小須田　宏子長住テニスクラブ 6462
山谷　典子 ＪＡＣ
丹野　邦子 上郷グリーンヒルＴ．Ｃ 黒田・中村
栗田　恵子 久山ロイヤル 6263
西田　幸子 ファミリークラブ シード
來嶋　由里子横浜スポーツマンクラブ 來嶋・鶴
鶴　寿子 桜台テニスクラブ 來嶋・鶴 6163 1 杉山　豊子 5 渡辺　永海
田中　和子 香椎クラシック 6164 森山　郁野 荘　昌子
木下　尚子 グローバルアリーナ 黒田・中村 2 黒田　君枝 6 丸野　倫子
笠置　峰子 久山ロイヤルテニスクラブ 6263 中村　規子 諸隈　陽子

岸本　恵里子ファミリークラブ 戸田・田中 3 山下　千代子 7 栗田　恵子
戸田　尚子 横浜スポーツマンクラブ 6275 黒田・中村 中渡　登志子 西田　幸子

田中　洋子 札幌LTC 633661 4 山谷　典子 8 工藤　桂子
黒田　君枝 ＴＥＡＭ　ＭＡＲＳ 丹野　邦子 八橋　ふみ子

中村　規子 宝塚Ｐ．Ｌ．Ｔ．Ｃ
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55歳以上女子ダブルス
55歳以上女子ダブルス

1R 2R SF F

永井　江吏子上尾テニスクラブ
水野　美子 名古屋ローンテニス倶楽部 永井・水野

佐藤　育代 大磯ローンテニスクラブ 6062
二宮　典子 大磯ローンテニスクラブ 永井・水野

渡辺　澄枝　 あたごT.C. 604664
只隈　悦子 相模原グリーン T.C. 冠城・中島

冠城　実千代 富士見が丘ローンテニスクラブ 6461
中島　小波 明治神宮外苑テニスクラブ 森田・柳川

栗原　郁子 札幌ＬＴＣ 5776(5)62
井本　豊子 千歳テニス協会 栗原・井本

日高　美穂 熊本テニスクラブ 6275
野原　美由紀熊本テニスクラブ 森田・柳川

新沼　美智代神崎テニスカレッジ 6462
中村　和子 サントピアテニスクラブ 森田・柳川

森田　玲子 アイリバー’８４テニスリゾート 6463
柳川　幾美 姫路書写テニスクラブ 森田・柳川
小川　けい子 大津T.C. 466261
古賀　日寿好 阪急仁川テニスクラブ 小川・古賀

川原　政子 宗像JOY T.C. ３６６４７６（４）

吉永　孝子 ファミリークラブ 久光・佐々木

久光　妙子 筑後の森テニスクラブ 466063
佐々木　信子 筑紫AMI 久光・佐々木

渡辺　秀子 万博Ｔ．Ｇ 266261
竹内　昭子 エバーグリーンテニスフォレスト 小塚・小川

小塚　ひろみ ジョイフルアスレチッククラブ 624664
小川　桂子 江戸川台TC 小塚・小川

真鍋　泰子 庭仁貴知TC 6263
足立　江津子 奈良国際TC 小塚・小川 シード
樋山　幸恵 万博テニスガーデン ７６（３）７６（４）

井上　タミコ 万博テニスガーデン 金澤・間宮 1 永井　江吏子
金澤　博子 SGTクラブ 166362 水野　美子
間宮　茂子 湘南ハンドレットテニスクラブ 2 金澤　博子

間宮　茂子
3 栗原　郁子
井本　豊子
4 渡辺　秀子
竹内　昭子
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60歳以上女子ダブルス
1R 2R SF F

松岡　かよ子 エバーグリーンテニスフォレスト横浜

清　孝江 武蔵野ローンテニスクラブ 松岡・清
池田　教子 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ 066161
町田　紀代 立川テニスクラブ 松岡・清
佐野　美保子大松ＴＣ 624663
田中　俊子 ダイヤモンドＴＣ 三村・山木

三村　洋子 白馬アルプテニスクラブ 6060
山木　かほる 八柱テニスクラブ 松岡・清
清水　倫代 東京グリーンTC 6263
大島　磯美 立野ローンTC 清水・大島

前原　矩子 ミタカテニスクラブ 7562
土屋　周子 昭和の森ＴＣ 清水・大島

萩原　起代子緑ヶ丘G.T. 623662
箕輪　恵子 新川テニスクラブ 萩原・箕輪

大関　ヨシ子 横須賀ダイヤランドＴＣ ６４０６７６（５）

松丸　緑 湘南ローンＴＣ
早川　美枝子 結城テニスクラブ
山中　美佐子 土浦京成ホテルテニスクラブ 早川・山中

千葉　憓子 岡山ローン 7560
石見　八千代岡山ローン 早川・山中

久保田　哲子 新日鉄穴生テニスクラブ 6264
手塚　美智子 明治神宮外苑テニスクラブ 久保田・手塚

古永　安子 小平テニスクラブ 615775
藤波　佳子 静岡Ｔ．Ｃ 山本・南井

寺辺　美佐子 奈良国際T.C. 6464
川村　信子 エスポワール 寺辺・川村

村野　淑子 川崎テニスクラブ 6461 シード
鷲見　美恵子 宮崎台テニスクラブ 山本・南井

山中　テルミ パピーテニスクラブ ６７（４）６１６３ 1 松岡　かよ子
中村　勲代 TCT 山本・南井 清　孝江
山本　順子 富山市テニス協会 6364 2 山本　順子
南井　多恵子 江戸川台テニスクラブ 南井　多恵子

3 古永　安子
藤波　佳子
4 清水　倫代
大島　磯美
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65歳以上女子ダブルス

本戦
１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ

中澤　久美子 川西市ローンテニスクラブ

小林　サヨ パピーテニスクラブ

楠　信子 高松ローンテニスクラブ 中澤・小林

坂田　富美子高松ローンテニスクラブ 楠・坂田 6264
柚木　邦子 岡山ローンテニスクラブ ６７（6）６２６２

岡田　サツキ 武蔵野ローンテニスクラブ 植木・河村

植木　清美 ホワイト・ウッド 6363
河村　美弥子 富士見が丘Ｌ．Ｔ．Ｃ 植木・河村

今井　紀美子 キャロット 6462
井上　文枝 平山台テニスクラブ 上垣・三和

上垣　年子 萩山テニスコート 6363
三和　祥子 立川テニスクラブ 植木・河村
谷　喜美子 高井戸ダイアモンドテニスクラブ 6063
古賀　敞子 高井戸ダイアモンドテニスクラブ 田渕・八木

田渕　昭子 タチバナクラブ 6364 シード
八木　幸子 高井戸ダイアモンドテニスクラブ 坪倉・藤岡

坪倉　美幸 宝塚PLTC 6463 1 中澤　久美子
藤岡　広子 香枦園テニスクラブ 坪倉・藤岡 小林　サヨ
柴山　浩子 明治神宮外苑テニスクラブ 6460 2 田村　りつ子
河内　千恵子 ブレンドウッドＲＣ 星野・辻 山下　博子

星野　陽子 田園テニスクラブ 644662 田村・山下 3 植木　清美
辻　由美子 ミタカテニスクラブ 612663 河村　美弥子

田村　りつ子 東急嶮山Ｓ．Ｇ 4 坪倉　美幸
山下　博子 相模原グリーンテニスクラブ 藤岡　広子

70歳以上女子ダブルス
1R ＳＦ F

柴山　和子 長良川Ｌ．Ｔ．Ｃ
長島　千鶴子 名古屋Ｌ．Ｔ．Ｃ 柴山・長島
植田　りう子 武蔵野ローンテニスクラブ 6464
石井　伸子 川崎テニスクラブ 柴山・長島

早川　タカ子 平山台テニスクラブ 6263
荒木　美代 砂川テニス協会 早川・荒木
岡田　壽美子 明治神宮外苑テニスクラブ 6461
戸田　スミ子 明治神宮外苑テニスクラブ 柴山・長島

池田　睦子 くにじまスポーツ ７６（４）６２
辰巳　千代子 宇治Ｌ．Ｔ．Ｃ 池田・辰巳
金子　千春 明治神宮外苑テニスクラブ 6360
斉藤　恵美子明治神宮外苑テニスクラブ 本部・中川

正木　公子 名古屋ローンテニスクラブ 623663
小原　靜子 ノア・インドア・ステージ東大阪 本部・中川
本部　絹子 高井戸ダイアモンドテニスクラブ ７５・６２
中川　芳子 立野ローンT.C.

シード
1 柴山　和子
長島　千鶴子
2 本部　絹子
中川　芳子
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