
D：2017 第5回 四国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 Seed Name 1R SF F

1 L0006833 1 東京都 中島 ちえ子 ウィッシュ

L0008497 東京都 浅羽 恭子 ヤナギ 中島 ちえ子 / 浅羽 恭子

2

   

小山 洋子/遠藤 陽子

3 L0007069 滋賀県 小山 洋子 ヤバセテニスアカデミー(Y.T.A)

64 46 12-10

L0009822 滋賀県 遠藤 陽子 Y.T.A 小山 洋子/遠藤 陽子

4 L0018599 岡山県 荒木 典子 ガーデングリーンテニスクラブ

60 62

WINNER

L0011355 岡山県 岡田 千代美 ガーデングリーンテニスクラブ 小山 洋子/遠藤 陽子

5 L0011049 神奈川県 藤井 繁子 鎌倉宮カントリーテニスクラブ

46 63 10-7

L0011631 奈良県 村木 真弓 カクテル企画 川崎 佳香/永川 寿子

6 L0010875 広島県 川崎 佳香 Tennis bonbon

75 75

L0004504 広島県 永川 寿子 福山市職労硬式テニスクラブ 川崎 佳香/永川 寿子

7 L0010304 東京都 才木 みどり 明治神宮外苑テニスクラブ

W.O

L0011238 兵庫県 蔵野 由美 サンランドロイヤルテニスクラブ 才木 みどり/蔵野 由美

8 L0006389 2 大阪府 河辺 美枝 巧庭球塾

64 46 10-4

L0012624 茨城県 喜瀬 恵子 CSJ
   

bye



D：2017 第5回 四国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 Seed Name 1R QF SF F

1 L0008059 1 兵庫県 山川 知枝 芦屋国際ローンテニスクラブ

L0004489 兵庫県 若竹 智佳恵 テニスプラザ尼崎 山川 知枝 / 若竹 智佳恵

2

   

山川 知枝 / 若竹 智佳恵

3 L0004940 東京都 蓮沼 敦子 東宝調布TC

61 62

L0009029 茨城県 河上 裕子 フソウテニスクラブ 関 紀代子/加藤 明美

4 L0011643 福岡県 関 紀代子 筑後の森テニスクラブ

63 76(0)

L0004511 京都府 加藤 明美 グランドスラム 山川 知枝 / 若竹 智佳恵

5 L0008346 3 兵庫県 尾上 重世 パインテニスクラブ

62 61

L0003753 岡山県 多田 皆子 zero1 尾上 重世/多田 皆子

6 L0011441 東京都 大薮 宜子 関町ローンTC

60 60

L0011124 東京都 若林 みゆき 関町ローンテニスクラブ 尾上 重世/多田 皆子

7 L0010158 東京都 高田 眞理子 （株）正木企画

W.O

L0004928 東京都 松井 キミヨ 中央区テニス連盟 西村 倫子/山口 早百合

8 L0010394 高知県 西村 倫子 一宮テニスクラブ

64 57 14-12

WINNER

L0012563 高知県 山口 早百合 ＹＣＣ 山川 知枝 / 若竹 智佳恵

9 L0018451 大阪府 今井 雅美 泉大津ロイヤルテニスクラブ

26 61 14-12

L0009454 大阪府 松澤 登喜子 NPO忠岡町庭球連盟 今井 雅美/松澤 登喜子

10 L0011970 長崎県 權藤 和巳 木曜友の会

64 62

L0012796 長崎県 平田 千津子 TEAM MIRAI 北沢陽美 /秋元静子

11 L0003127 東京都 北沢 陽美 東宝調布テニスクラブ

75 36 12-10

L0003589 東京都 秋元 静子 神崎テニスカレッジ 北沢陽美 /秋元静子

12 L0004242 4 埼玉県 澗田 早苗 あさきテニスクラブ

W.O

L0006843 埼玉県 松田 恵美子 浦和パークテニスクラブ 花房 るり子 / 山本 かおる

13 L0010034 大阪府 内藤 弘恵 アイテニスクラブ

60 62

L0010635 栃木県 生井 美智子 宇都宮サンテニスクラブ 平尾 千香子/増田 美雪

14 L0012413 東京都 平尾 千香子 大正セントラルテニスクラブ目白

W.O

L0012357 愛知県 増田 美雪 三和TS 花房 るり子 / 山本 かおる

15

36 61 10-5

花房 るり子 / 山本 かおる

16 L0000761 2 岡山県 花房 るり子 ガーデングリーンテニスクラブ

   

L0005441 愛知県 山本 かおる K7

   

bye

bye



D：2017 第5回 四国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 Seed Name 1R 2R QF SF F

1 L0003938 1 和歌山県 中井 佳代子 和歌山グリーンテニスクラブ

L0007322 神奈川県 山下 美智恵 横浜ガーデンテニスクラブ 中井 佳代子 / 山下 美智恵

2    

中井 佳代子 / 山下 美智恵

3 L0005696 神奈川県 富山 千恵子 横浜ガーデンテニスクラブ 62 61

L0004221 東京都 米岡 喜代美 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ 住野 幸美/日野原 暁美

4 L0008183 大阪府 住野 幸美 池田テニスクラブ W.O

L0012244 大阪府 日野原 暁美 SITC 中井 佳代子 / 山下 美智恵

5 L0004475 香川県 藤原 雅代 アップデイト 62 63

L0018646 岡山県 小野 恵子 藤原薬局 藤原 雅代 / 小野 恵子

6    

藤原 雅代 / 小野 恵子

7 64 36 10-5

中川 まみ / 坪井 貴美子

8 L0004408 6 広島県 中川 まみ Tension    

L0010539 大阪府 坪井 貴美子 鶴見緑地M.T.S 中井 佳代子 / 山下 美智恵

9 L0002606 3 大阪府 大坪 雅子 徳秀苑庭球倶楽部 62 36 10-5

L0009123 兵庫県 森田 優子 サンランドロイヤルテニスクラブ 大坪 雅子 / 森田 優子

10    

大坪 雅子 / 森田 優子

11 63 64

廣瀬 純子 / 山本 博子

12 L0002758 東京都 廣瀬 純子 明治神宮外苑テニスクラブ    

L0012727 兵庫県 山本 博子 神戸製鋼所 谷中 敬子 / 有井 宏美

13 L0009789 京都府 中原 倫子 黄檗台テニスクラブ 63 75

L0005807 滋賀県 川瀬 啓子 チームウエンズ 中原 倫子 / 川瀬 啓子

14    

谷中 敬子 / 有井 宏美

15 64 61

谷中 敬子 / 有井 宏美

16 L0007133 5 兵庫県 谷中 敬子 甲子園Ｔ．Ｃ    WINNER
L0007409 東京都 有井 宏美 田柄T.C 中井 佳代子 / 山下 美智恵

17 L0007561 8 滋賀県 中道 保枝 チームウエンズ 76(5) 40 RET

L0005127 大阪府 段 幸代 徳秀苑庭球倶楽部 中道 保枝 / 段 幸代

18    

中道 保枝 / 段 幸代

19 63 67(5) 10-6

田中 洋子 / 工藤 桂子

20 L0000355 北海道 田中 洋子 札幌テニス協会    

L0000065 茨城県 工藤 桂子 水戸グリーンテニスクラブ 村上 佳子 / 上村 千恵子

21 L0011393 奈良県 久万 京子 サンヒル柏原 63 62

L0012400 大阪府 兼頼 知子 美原の森 久万 京子 / 兼頼 知子

22    

村上 佳子 / 上村 千恵子

23 60 60

村上 佳子 / 上村 千恵子

24 L0000066 4 神奈川県 村上 佳子 東急あざみ野テニスガーデンTC    

L0002136 和歌山県 上村 千恵子 和歌山インドアテニスクラブ 村上 佳子 / 上村 千恵子

25 L0001495 7 東京都 今井 しのぶ 富士見台テニスクラブ 64 63

L0003225 東京都 田中 久子 保谷ロイヤルテニスクラブ 今井 しのぶ / 田中 久子

26    

田村 洋子 / 小倉 芳子

27 62 75

田村 洋子 / 小倉 芳子

28 L0010956 岡山県 田村 洋子 zero1    

L0011813 岡山県 小倉 芳子 チェリーテニスクラブ 中村 直子 / 江成 紀子

29 L0000922 東京都 平田 貴子 TEAM MARS 63 61

L0002482 香川県 小田 八寿子 ラビット 平田 貴子 / 小田 八寿子

30    

中村 直子 / 江成 紀子

31 62 61

中村 直子 / 江成 紀子

32 L0000885 2 大阪府 中村 直子 サンランドロイヤルテニスクラブ       

L0002877 神奈川県 江成 紀子 相模原グリーンテニスクラブ

bye

bye

bye

bye

bye

bye

bye

bye

bye

bye

bye

bye

bye

bye

bye



D：2017 第5回 四国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 Seed Name 1R 2R QF SF F

1 L0001928 1 東京都 中島 小波 明治神宮外苑テニスクラブ

L0001105 福岡県 栗田 恵子 杜の宮テニスクラブ 中島 小波 / 栗田 恵子

2    

中島 小波 / 栗田 恵子

3 L0006044 神奈川県 上条 佐恵子 宮崎台テニスクラブ 60 61

L0009079 東京都 鈴木 英子 関町ローンテニスクラブ 天野 いつ子/香川 知惠子

4 愛媛県 天野 いつ子 愛媛レディース 64 76(1)

L0011342 大阪府 香川 知惠子 テニスプラザYAO 中島 小波 / 栗田 恵子

5 L0000327 東京都 増田 紫 善福寺公園T.C. 67(4) 62 10-6

L0004194 東京都 角田 啓子 保谷ロイヤル 増田 紫 / 角田 啓子

6    

諸江 博子 / 田辺 悦子

7 60 67(0) 10-8

諸江 博子 / 田辺 悦子

8 L0007884 5 神奈川県 諸江 博子 霧が丘アップT.A    

L0005456 神奈川県 田辺 悦子 市ヶ尾テニスクラブ 中島 小波 / 栗田 恵子

9 L0008386 4 千葉県 細江 幸子 ルネサンス鷹之台テニスクラブ 62 46 10-6

L0000723 滋賀県 小川 けい子 GG＆BB 細江 幸子 / 小川 けい子

10    

伊藤 由美子 / 小林 ゆり子

11 26 76(3) 10-7

伊藤 由美子 / 小林 ゆり子

12 L0009401 東京都 伊藤 由美子 東京グリーンテニスクラブ    

L0007416 東京都 小林 ゆり子 関町ローンテニスクラブ 稲田 ひろ子 / 西原 直美

13 L0009009 兵庫県 池村 光枝 神戸ローンテニスクラブ 64 76(4)

L0012365 兵庫県 阿守 佳子 芦屋国際ローンテニスクラブ 池村 光枝 / 阿守 佳子

14    

稲田 ひろ子 / 西原 直美

15 61 62

稲田 ひろ子 / 西原 直美

16 L0011962 7 京都府 稲田 ひろ子 ITC京都西    WINNER
L0007966 京都府 西原 直美 ＩＴＣ京都西 竹島 哲子 / 藤井 真理子

17 L0002923 6 神奈川県 竹内 昭子 エバーグリーンTCフォレスト横浜 62 63
L0000901 兵庫県 田口 裕子 ユニバー神戸 竹内 昭子 / 田口 裕子

18    

竹内 昭子 / 田口 裕子

19 63 64

原 百代 / 織田 美代子

20 L0000013 岡山県 原 百代 テニスクラブＡＲＴ    

L0007090 愛知県 織田 美代子 名古屋ローンテニス倶楽部 黒田 君枝 / 山谷 典子

21 L0000086 神奈川県 渡辺 永海 東急あざみ野テニスガーデンTC 64 46 10-6

L0000673 兵庫県 樋口 節子 O.J.M 渡辺 永海 / 樋口 節子

22    

黒田 君枝 / 山谷 典子

23 62 63

黒田 君枝 / 山谷 典子

24 L0000790 3 兵庫県 黒田 君枝 TEAM MARS    

L0001943 茨城県 山谷 典子 ジョイフルアスレティッククラブ 竹島 哲子 / 藤井 真理子

25 L0006890 8 愛媛県 竹島 哲子 帝人松山テニスクラブ 61 36 10-7

愛媛県 藤井 真理子 愛媛レディース 竹島 哲子 / 藤井 真理子

26    

竹島 哲子 / 藤井 真理子

27 60 61

四方田 好子 / 北城 青子

28 L0003748 福岡県 四方田 好子 ファインヒルズTC    

L0010012 福岡県 北城 青子 筑紫AMI 竹島 哲子 / 藤井 真理子

29 L0009127 東京都 松井 みどり 宮崎台テニスクラブ 75 63

L0007508 京都府 中村 和子 サントピアテニスクラブ 松井 みどり/中村 和子

30 L0005251 神奈川県 石黒 博子 湘南ローンテニスクラブ 63 63

L0009976 埼玉県 間 美紀子 リトルプリンステニスクラブ 柏本 照子 / 波多野 洋子

31 63 62

柏本 照子 / 波多野 洋子

32 L0006222 2 滋賀県 柏本 照子 ＢＩＷＡ　ＴＣ       

L0002769 福島県 波多野 洋子 あさかファミール
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D：2017 第5回 四国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 Seed Name 1R QF SF F

1 L0009131 1 東京都 川上 妙子 関町ローンテニスクラブ

L0000109 埼玉県 川上 信子 庭球三田会 川上 妙子 / 川上 信子

2

   

川上 妙子 / 川上 信子

3 L0005460 大阪府 真鍋 泰子 チーム真魚

61 61

L0008190 大阪府 長尾 章子 トップステイ 栗原 郁子/神宮寺 恵子

4 L0000416 北海道 栗原 郁子 札幌LTC

W.O

L0011202 岡山県 神宮寺 恵子 ＡＲＴ 北村 紀美子/西村 民子

5 L0000110 4 東京都 北村 紀美子 青梅市テニス協会

46 62 10-8

L0004251 東京都 西村 民子 東京グリーンテニスクラブ 北村 紀美子/西村 民子

6 L0002656 神奈川県 二宮 典子 扇テニスクラブ

61 62

L0012035 兵庫県 垪和 友望 芦屋国際ローンテニスクラブ 北村 紀美子/西村 民子

7 L0010010 千葉県 手嶋 比呂美 紙敷テニスクラブ

63 62

L0000686 大阪府 谷 恵子 エレガンス 手嶋 比呂美/谷　恵子

8 L0012023 長崎県 中島 宏子 T・MIRAI

61 60

WINNER

L0009064 福岡県 平田 玲子 筑後の森テニスクラブ 井上 タミコ/石井三代子

9 L0003644 京都府 田中 俊子 城陽ローンT.C

76(4) 67(5) 10-8

L0011191 大阪府 松本 年子 香里グリーンテニスクラブ 山下 英子/近藤 茂代

10 L0000807 福岡県 山下 英子 新日鉄住金八幡

60 60

L0001112 福岡県 近藤 茂代 ふくいテニスクラブ 井上 タミコ/石井三代子

11 L0004899 東京都 柳川 喜代子 昭和の森テニスセンター

63 61

L0005164 東京都 新沼 美智代 神崎テニスカレッジ 井上 タミコ/石井三代子

12 L0003750 3 大阪府 井上 タミコ 万博T.G

61 61

L0008244 岐阜県 石井 三代子 西濃クラブ 井上 タミコ/石井三代子

13 L0002684 神奈川県 山本 由美子 宮崎台テニスクラブ

61 62

L0009660 東京都 磯山 京子 田園テニスクラブ 山本 由美子/磯山 京子

14 L0004547 北海道 武藤 美枝子 平岸ロイヤルテニス

61 61

L0006787 東京都 村上 久美子 大正セントラルテニスクラブ目白 松尾 幸代/松本 克子

15 L0012263 福岡県 松尾 幸代 ITSテニススクールアンドクラブ

63 61

L0012665 福岡県 松本 克子 西福岡テニスクラブ 松尾 幸代/松本 克子

16 L0004487 2 岡山県 板野 陽子 ガーデングリーンテニスクラブ

60 75

L0009497 神奈川県 村上 幸代 鎌倉ローンテニス倶楽部

   

bye



D：2017 第5回 四国オープンベテランテニス選手権大会

女子ダブルス 75歳以上
登録No Seed Name 1R F

1 L0009294 1 愛知県 天野 周子 名古屋ローンテニスクラブ

L0008700 神奈川県 日下 宇子 鎌倉テニスガーデン 天野 周子/日下 宇子

2 L0000784 岡山県 柚木 邦子 岡山ローンテニスクラブ

62 61

WINNER

L0001159 東京都 飯塚 寿子 国立競技場テニスクラブ 島野 和子/梅谷 秀子

3 L0005250 神奈川県 三浦 幸 横浜スポーツマンクラブ

46 75 10-8

L0000158 神奈川県 村野 淑子 川崎テニスクラブ 島野 和子/梅谷 秀子

4 L0009307 兵庫県 島野 和子 芦屋国際ローンテニスクラブ

60 61

L0011378 兵庫県 梅谷 秀子 芦屋国際ローンテニスクラブ
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