
D：第13回ヨネックス杯 東日本オープンベテランテニス選手権大会

女子ダブルス 50歳以上
登録No Name 1R SF F

1 L0006833 中島 ちえ子 ウィッシュ

L0008497 浅羽 恭子 ヤナギ 中島 ちえ子 / 浅羽 恭子

2 L0007015 市川 哲美 高松ローンテニスクラブ

61 62  

L0007989 澤野 美央子 明治神宮外苑テニスクラブ 鴫原 悦子 / 前田 美佳

3 L0004975 佐々木 絵里 目黒テニスクラブ

16 76(5) 10-7 

L0009710 佐々木 朝子 恵庭テニス協会 鴫原 悦子 / 前田 美佳

4 L0008381 鴫原 悦子 GATC

63 61  

WINNER

L0010425 前田 美佳 青森県テニス協会 鴫原 悦子 / 前田 美佳

5 L0008015 鈴木 千登世 プラセール仙台

64 46 12-10 

L0009250 高橋 明子 エムズTP 鈴木 ひさ / 田所 照美

6 L0006242 鈴木 ひさ リベラ仙台

63 64  

L0007241 田所 照美 立川TC 板倉 寿子 / 長島 恵理子

7 L0012558 川上 啓子 fit

60 61  

齋藤 真理 山形県歯科医師会テニスクラブ 板倉 寿子 / 長島 恵理子

8 L0006192 板倉 寿子 グリーンロイヤルTC

61 62  

L0010915 長島 恵理子 明治神宮外苑テニスクラブ
   



D：第13回ヨネックス杯 東日本オープンベテランテニス選手権大会

女子ダブルス 55歳以上
登録No Name 1R QF SF F

1 L0009226 蝦澤 一子 サークル・M

L0010772 鈴木 裕美子 横浜ガーデンテニスクラブ 蝦澤 一子 / 鈴木 裕美子

2 L0008342 峰岸 寿真子 京王テニスクラブ

60 64  

L0010034 内藤 弘恵 アイテニスクラブ 蝦澤 一子 / 鈴木 裕美子

3 L0007467 三橋 映子 ウイッシュ

36 75 10-3 

L0009375 加藤 晴美 東宝調布テニスクラブ 三浦 洋子 / 山田 礼子

4 L0008096 三浦 洋子 トトロ

62 61  

L0006082 山田 礼子 明治神宮外苑テニスクラブ 佐谷 真理 / 大塚 由弥子

5 L0001218 佐谷 真理 ミズノ

62 60  

L0003715 大塚 由弥子 あさかファミール 佐谷 真理 / 大塚 由弥子

6 L0003127 北沢 陽美 東宝調布テニスクラブ

61 63  

L0008467 板橋 千鳥 双実テニスクラブ 佐谷 真理 / 大塚 由弥子

7 L0003497 税田 桂子 NEXCO中日本

61 61  

L0011668 青松 清子 プリンスTC 税田 桂子 / 青松 清子

8 L0009182 梅谷 範子 Ｂ－ｓｍｉｌｅ

60 61  

WINNER

L0012194 斎藤 るみ子 ナイスボレー 妹尾 尚美 / 藤井 澄佳

9 L0004940 蓮沼 敦子 東宝調布TC

76(0) 63  

L0018643 尾藤 和子 Ｙ.Ｓ.Ｃ. 蓮沼 敦子 / 尾藤 和子

10 L0007852 日紫喜 香 STP

63 63  

L0010359 堀口 真由美 STP 森下 友子 / 柚山 由香

11 L0018666 小林 ゆかり ロイヤル山形ＴＣ

63 61  

L0018964 葛西 吏津子 ロイヤル山形TC 森下 友子 / 柚山 由香

12 L0009109 森下 友子 Y.S.C

60 62  

L0002989 柚山 由香 Team Satellite 妹尾 尚美 / 藤井 澄佳

13 L0012413 平尾 千香子 大正セントラルテニスクラブ目白

36 62 10-2 

L0003589 秋元 静子 神崎テニスカレッジ 平尾 千香子 / 秋元 静子

14 L0006503 小山 泰子 リベラ仙台

64 67(4) 10-2 

L0018589 兵藤 順子 泉パークタウンテニスクラブ 妹尾 尚美 / 藤井 澄佳

15 L0009200 阿部 純子 First

61 63  

L0004242 澗田 早苗 あさきテニスクラブ 妹尾 尚美 / 藤井 澄佳

16 L0007873 妹尾 尚美 エリステニスクラブ

63 46 10-8 

L0008861 藤井 澄佳 Ｆテニス

   



D：第13回ヨネックス杯 東日本オープンベテランテニス選手権大会

女子ダブルス 60歳以上
登録No Name 1R 2R QF SF F

1 L0000077 八橋 ふみ子 ラブインドアT.C

L0007910 森 秀子 荏原SSC 八橋 ふみ子 / 森 秀子

2 bye    

bye 八橋 ふみ子 / 森 秀子

3 L0007168 新井 綾子 小川硬式テニスクラブ 62 26 10-8 

L0018669 高木 美江子 さわやかテニス 橋爪 孝子 / 荘 昌子

4 L0001638 橋爪 孝子 フェローズスポーツ 63 62  

L0000314 荘 昌子 楠クラブ 八橋 ふみ子 / 森 秀子

5 L0011638 堤 智子 東宝調布テニスクラブ 75 26 10-7 

L0009463 湯澤 直美 東宝調布テニスクラブ 堤 智子 / 湯澤 直美

6 bye    

bye 中山 すみ子 / 吉澤 晴美

7 bye 64 61  

bye 中山 すみ子 / 吉澤 晴美

8 L0007993 中山 すみ子 立川テニス倶楽部    

L0010561 吉澤 晴美 西東京市硬式テニス協会 横山 美恵子 / 田代 美知子

9 L0004398 横山 美恵子 あさきTC 64 16 10-4 

L0010911 田代 美知子 横浜スポーツマンクラブ 横山 美恵子 / 田代 美知子

10 bye    

bye 横山 美恵子 / 田代 美知子

11 bye 60 46 10-6 

bye 太田 直子 / 小川 好実

12 L0018674 太田 直子 軽井沢会    

L0012223 小川 好実 小平市テニス協会 横山 美恵子 / 田代 美知子

13 L0005696 富山 千恵子 横浜ガーデンテニスクラブ 64 63  

L0000922 平田 貴子 TEAM MARS 富山 千恵子 / 平田 貴子

14 bye    

bye 銭谷 泰子 / 榎木 敏子

15 bye 62 26 10-2 

bye 銭谷 泰子 / 榎木 敏子

16 L0002881 銭谷 泰子 秋田アスレティッククラブ    WINNER
L0005057 榎木 敏子 富士見台テニスクラブ 神沢 富士江 / 炭谷 綾子

17 L0007579 佐藤 千寿子 富士見台T.C 64 75  
L0006487 安藤 康子 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ 佐藤 千寿子 / 安藤 康子

18 bye    

bye 佐藤 千寿子 / 安藤 康子

19 bye    W.O.

bye 米岡 喜代美 / 須藤 愛子

20 L0004221 米岡 喜代美 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ    

L0011296 須藤 愛子 横浜スポーツマンクラブ 神沢 富士江 / 炭谷 綾子

21 L0000318 田中 孝子 あさきテニスクラブ 62 61  

L0018488 松本 美智子 あさきテニスクラブ 田中 孝子 / 松本 美智子

22 bye    

bye 神沢 富士江 / 炭谷 綾子

23 bye 61 60  

bye 神沢 富士江 / 炭谷 綾子

24 L0000322 神沢 富士江 高崎水曜会    

L0003830 炭谷 綾子 上尾セントラルテニスクラブ 神沢 富士江 / 炭谷 綾子

25 L0009235 手塚 裕子 松原テニスクラブ印西    W.O.

L0009306 松本 修代 メガロス柏 手塚 裕子 / 松本 修代

26 bye    

bye 木下 久美子 / 我孫子 政枝

27 bye 75 64  

bye 木下 久美子 / 我孫子 政枝

28 L0006906 木下 久美子 保谷ロイヤルT.C    

L0005157 我孫子 政枝 立野ローンテニスクラブ 木下 久美子 / 我孫子 政枝

29 L0005220 長畑 淳子 テニスナッツ 75 67(9) 10-8 

L0006706 栗田 律子 桶川ロイヤルテニスクラブ 長畑 淳子 / 栗田 律子

30 bye    

bye 長畑 淳子 / 栗田 律子

31 bye    W.O.

bye 長崎 慶子 / 岡 美和子

32 L0006132 長崎 慶子 神崎テニスカレッジ       

L0006392 岡 美和子 若林テニスクラブ



D：第13回ヨネックス杯 東日本オープンベテランテニス選手権大会

女子ダブルス 65歳以上
登録No Name 1R 2R QF SF F

1 L0005210 望月 節子 横浜スポーツマンクラブ

L0002769 波多野 洋子 あさかファミール 望月 節子 / 波多野 洋子

2 bye    

bye 望月 節子 / 波多野 洋子

3 L0001606 多羅尾 清子 高井戸ダイヤモンドTC 75 62  

L0009127 松井 みどり 宮崎台テニスクラブ 多羅尾 清子 / 松井 みどり

4 L0008558 小竹 初江 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 61 63  

L0000034 松井 裕美 小平T.C 望月 節子 / 波多野 洋子

5 L0006044 上条 佐恵子 宮崎台テニスクラブ 61 60  

小原 利美子 ラ・ポーム北上 上条 佐恵子 / 小原 利美子

6 bye    

bye 星野 令 / 八尾村 純子

7 bye 62 64  

bye 星野 令 / 八尾村 純子

8 L0004134 星野 令 百草テニスガーデン    

L0002835 八尾村 純子 田園テニス倶楽部 望月 節子 / 波多野 洋子

9 L0003372 神林 はるみ あたごテニスクラブ 75 75  

L0000062 佐藤 まり子 あたごテニスクラブ 神林 はるみ / 佐藤 まり子

10 bye    

bye 神林 はるみ / 佐藤 まり子

11 bye    W.O.

bye 飯塚 圭子 / 与芝 薫

12 L0000018 飯塚 圭子 明治神宮外苑ＴＣ    

L0000481 与芝 薫 フォレストＴＣ 神林 はるみ / 佐藤 まり子

13 L0009079 鈴木 英子 関町ローンテニスクラブ 63 63  

L0010030 大矢 利江 上尾テニスクラブ 鈴木 英子 / 大矢 利江

14 bye    

bye 小谷 美恵子 / 長尾 文子

15 bye    W.O.

bye 小谷 美恵子 / 長尾 文子

16 L0010507 小谷 美恵子 COPINテニススクール    WINNER
L0003418 長尾 文子 荏原SSC 望月 節子 / 波多野 洋子

17 L0005456 田辺 悦子 市ヶ尾テニスクラブ 64 36 10-5 

L0004298 藤森 三代子 小平テニスクラブ 田辺 悦子 / 藤森 三代子

18 bye    

bye 茂呂 紀子 / 高橋 弘代

19 bye 63 60  

bye 茂呂 紀子 / 高橋 弘代

20 L0005304 茂呂 紀子 国立スポーツ科学センター    

L0008031 高橋 弘代 武蔵野市テニス連盟 柴原 文恵 / 小田 るり子

21 L0003674 古阪 訓子 蓮田グリーンテニスクラブ 62 63  

L0005149 若槻 よし子 テニスガーデン　レニックス 古阪 訓子 / 若槻 よし子

22 bye    

bye 柴原 文恵 / 小田 るり子

23 bye 76(6) 61  

bye 柴原 文恵 / 小田 るり子

24 L0003631 柴原 文恵 成蹊テニス会    

L0008746 小田 るり子 帯広テニス協会 町田 松江 / 河野 保子

25 L0004194 角田 啓子 関町ローン 64 63  

L0000327 増田 紫 善福寺公園T.C. 角田 啓子 / 増田 紫

26 bye    

bye 角田 啓子 / 増田 紫

27 bye 64 64  

bye 島村 小浪 / 粂川 裕子

28 L0008750 島村 小浪 上尾テニスクラブ    

L0012479 粂川 裕子 遊友族 町田 松江 / 河野 保子

29 L0007657 長谷川 晶子 富士見台テニスクラブ 63 61  

L0001657 広原 新子 立川テニス倶楽部 長谷川 晶子 / 広原 新子

30 bye    

bye 町田 松江 / 河野 保子

31 bye 63 76(1)  

bye 町田 松江 / 河野 保子

32 L0003519 町田 松江 明治神宮外苑テニスクラブ       

L0002849 河野 保子 神崎テニスカレッジ



D：第13回ヨネックス杯 東日本オープンベテランテニス選手権大会

女子ダブルス 70歳以上
登録No Name 1R SF F

1 L0000109 川上 信子 庭球三田会

L0007225 岩崎 紀久代 双実テニスクラブ 川上 信子 / 岩崎 紀久代

2 bye

   

bye 川上 信子 / 岩崎 紀久代

3 L0004899 柳川 喜代子 昭和の森テニスセンター

62 60  

L0009660 磯山 京子 田園テニスクラブ 柳川 喜代子 / 磯山 京子

4 L0011645 荒川 妙子 霞ヶ関テニスパーク

61 62  

WINNER

L0006766 中岡 幸子 アプリテニスクラブ 川上 信子 / 岩崎 紀久代

5 L0000126 竹内 千恵子 湘南ローンTC

62 62  

L0010010 手嶋 比呂美 紙敷テニスクラブ 中島 裕子 / 平井 敦子

6 L0000087 中島 裕子 東宝調布テニスクラブ

63 62  

L0001654 平井 敦子 富士見台テニスクラブ 中島 裕子 / 平井 敦子

7 L0000097 池田 孝子 明治神宮外苑テニスクラブ

57 63 11-9 

L0008863 佐藤 晴恵 市ヶ尾テニスクラブ 山中 美佐子 / 村上 幸代

8 L0000104 山中 美佐子 CSJ

61 63  

L0009497 村上 幸代 鎌倉ローンテニス倶楽部
   


