
40歳以上女子ダブルス
1R SF F

ヘルナンデス　薫 荏原SSC
佐藤　芳香 小川TS
佐々木　朝子 恵庭ﾃﾆｽ協会
河本　秋子 苫小牧ﾃﾆｽ協会
古賀　幸江 筑紫の森TC
境　栄子 筑紫の森TC
市川　哲美 Rond-Point
澤野　美央子 Rond-Point
佐々木　絵里 目黒TC
松石　敦子 MRAﾃﾆｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ
星　康子 杉並TC シード
水野　直子 杉並TC
重松　忍 ITSインターナショナルTS 1 ヘルナンデス　薫
三町　浩子 日東 佐藤　芳香
明比　敬子 ガーデングリーンTC 2 明比　敬子
高田　恵子 高岡ロイヤルTC 高田　恵子

45歳以上女子ダブルス
1R 2R SF F

小泉　幸枝 Rond-Point
中島　律子 ＪＳＳテニスアリーナ相模

澗田　早苗 あさきTC
原田　伸子 あさきTC
伊藤　芳子 横浜SMC
高橋　利子 夢見ヶ崎LTC
西本　春美 宝塚PLTC
余吾　佐地子 サンランドロイヤルTC

花房　るり子 ガーデングリーンTC
小田垣　めぐみ 川沿TCl
大谷　りえ ファミリークラブ
広瀬　テル子 ファミリークラブ
野嵜　八重子 名古屋LTC
水野　弘子 名古屋LTC
五十嵐　とし子 苫小牧テニス協会
茅根　由美子 フラワーTC
一色　智美 ﾄｽｽﾎﾟｰﾂ
原田  裕子 TEAM JANNU
小寺　文子 芦屋国際LTC
清水　久子 難波徹PTT
寺坂　祐規子 東宝調布TC
若松　美雪 大井町ファミリーTC
佐谷　真理 ミズノ
橋場　治子 明治神宮外苑TC
佐々木　ひとみ ブリジストンテニスハウス久留米 シード
森園　みち子 筑後の森TC
岡本　和代 筑後の森TC 1 小泉　幸枝
深田　三枝子 足立ガーデンTS 中島　律子
土橋　雅子 フォーライフ 2 橋口　客子
下津浦　厚子 ファインヒルズTC 柚山　由香
橋口　客子 ミズノテニスプラザ藤沢 3 花房　るり子
柚山　由香 Y.S.C 小田垣　めぐみ

4 佐谷　真理
橋場　治子
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第３１回全日本ローンコートベテランテニス選手権大会
（テイジンベテランJOP　グレードB1対象大会）

1

2



50歳以上女子ダブルス
1R 2R SF F

山崎　文子 ライジング
田口　由起子 札幌LTC
藤野　睦子 長住TC
井手口　安代 長住TC
有井　宏美 田柄TC
太田　幸江 新札幌TC
江成　紀子 相模原GrTC
阿部　玲子 狛江LTC
山下　美智恵 東急嶮山SG
山下　博美 INO TC
田中　洋子 札幌テニス協会
金井　紀子 横浜SMC
髙木　厚子 フラワーTC
八橋　ふみ子 ラブインドアTC
諸隈　陽子 ウインブルドン九州TC

丸野　倫子 キロメキTC
大谷　恵子 フォレストﾄTC
松本　和美 フォレストﾄTC
山下　佐余子 油山TC
川田　洋子 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞｲﾝﾄﾞｱTS
石橋　美記子 ファミリークラブ
石橋　美由紀 久山ﾛｲﾔﾙTC
中村　直子 S.P.T.C
氏家　真沙子 相模原グリーンTC
松本　里知子 ファミリークラブ シード
奥村　陽子 ファミリークラブ
谷垣　満佐子 千里丘TC 1 山崎　文子
松岡　真理子 松本テニス協会 田口　由起子
月川　律子 コロニーグローブ 2 村上　佳子
中川　まみ やすいそ庭球部 兵頭　正子
村上　佳子 東急嶮山SG 3 中村　直子
兵頭　正子 東急嶮山SG 氏家　真沙子

4 山下　美智恵
山下　博美
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55歳以上女子ダブルス
1R 2R SF F

黒田　君枝 TEAM　MARS
中村　規子 宝塚パブリックLTC
竹内　昭子 エバーグリーンテニスフォレスト横浜

水野　美子 名古屋LTC
岡本　鈴子 すま離宮TC
樋口　節子 O.J.M
長尾　文子 荏原SSC
原　百代 竜之口FTC
吉崎　鶴代 エージェントONE
牛山　秀子 すわっち
間宮　茂子 湘南ハンドレッドTC
金澤　博子 SGTクラブ
栗田　恵子 久山ロイヤルTC
西田　幸子 ファミリークラブ
日谷　裕子 多田ハイグリーンTC
柳川　幾美 姫路書写TC
町田　松江 明治神宮外苑TC
山谷　典子 JAC
小須田　宏子 長住TC
中村　福代 油山TC
丹野　邦子 上郷グリーンヒルTC
早坂　寿枝 大島フラワーTG
山下　千代子 MMTC
千葉　清美 あたごTC
神長　政子 湘南ファミリーTC シード
渡辺　永海 東急嶮山SG
冠城　実千代 富士見ヶ丘LTC 1 黒田　君枝
河野　保子 東宝調布TC 中村　規子
槍田　真理子 関町LTC 2 井本　豊子
畑　美恵子 関町LTC 間島　美代子
井本　豊子 千歳テニス協会 3 山下　千代子
間島　美代子 北広島TC 千葉　清美

4 吉崎　鶴代
牛山　秀子
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60歳以上女子ダブルス
1R 2R SF F

只隈　悦子 相模原GrTC
大谷　美恵子 相模原GrTC
寺辺　美佐子 奈良国際TC
川村　信子 森林ロングウッド
二宮　典子 大磯LTC
中島　郁代 ミタカTC
久保田　哲子 新日鉄穴生TC
渡邊　慶子 芦屋国際LTC
及能　眞利子 横浜ガーデンTC
松岡　かよ子 エバーグリーンテニスフォレスト横浜

鷲見　美恵子 宮崎台TC
井上　秀子 あたごTC
惣福　君子 八王子TS
福永　元子 町田ローンTC
森田　玲子 アイリバー'84T.R
山下　英子 新日鉄八幡
伊藤　寿美子 くにじまｽﾎﾟｰﾂ
長尾　章子 ﾄｯﾌﾟｽﾃｲ
樋山　幸恵 万博TG
井上　タミコ 万博TG
真鍋　泰子 庭仁貴知・TC
千葉　憓子 岡山LTC
小川　加代子 エバーグリーンテニスフォレスト横浜

石井　恵子 足柄LTC
髙原　米子 湯河原RC シード
栗原　郁子 札幌LTC
清水　倫代 東京GrTC 1 只隈　悦子
麻生　みね子 あたごTC 大谷　美恵子
北村　紀美子 すぎなTC 2 藤波　佳子
清水　智映子 あたごTC 中島　裕子
藤波　佳子 静岡TC 3 及能　眞利子
中島　裕子 ミタカTC 松岡　かよ子

4 小川　加代子
石井　恵子
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65歳以上女子ダブルス
１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ

南井　多恵子 江戸川台TC
山本　順子 富山市テニス協会
河内　千恵子 ブレントウッドRC
遠藤　朝子 成城LTC
高橋　洋子 相模原GrTC
星野　陽子 田園TC
辻　由美子 ミタカTC
八木　幸子 高井戸ダイヤモンドTC

湯淺　幸 三重ピンクパンサーTC

鷲見　和子 トリプルF
上垣　年子 新座LTC
柴山　浩子 明治神宮外苑TC
田口　京子 千里丘TC
山中　テルミ パピーTC
山田　邦子 横浜SMC
松村　仁子 フラワーTC
手塚　美智子 明治神宮外苑TC
河村　美弥子 富士見が丘LTC
原野　幸子 ﾁｰﾑ・ｳｪﾝｽﾞ シード
原田　孝子 TEAM JANNU 1 南井　多恵子
佐々木　和江 新座LTC 山本　順子
稲垣　寿恵子 市ヶ尾TC 2 中澤　久美子
中澤　久美子 川西市LTC 西田　良子
西田　良子 香枦園TC 3 辻　由美子

八木　幸子
4 手塚　美智子
河村　美弥子

70歳以上女子ダブルス
1R ＳＦ F

藤岡　廣子 香枦園TC
小林　サヨ パピーTC
松尾　三穂子 ﾃﾆｽ．ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
林　良子 明治神宮外苑TC
石井　伸子 川崎TC
本部　絹子 高井戸ダイヤモンドTC

谷　喜美子 高井戸ダイヤモンドTC

錦木　義子 枕崎TC
岡田　壽美子 明治神宮外苑TC
斉藤　和子 沼田レディースTC
井上　文枝 平山台TC
細川　昌子 高知LTC
小島　千代子 あさきTC シード
早川　タカ子 平山台TC 1 藤岡　廣子
森本　美江 くにじまスポーツ 小林　サヨ
田村　りつ子 東急嶮山SG 2 森本　美江

田村　りつ子

8

11

12

1

2

3

4

10

5

6

7

6

7

8

9

2

3

4

5

1


