
C：第67回 四国テニス選手権大会

女子ダブルス 45歳以上
登録No Seed Name 1R F

1 L0010209 1 奈良県 赤松 京子 矢田山テニスクラブ

L0010207 奈良県 森花 治美 矢田山テニスクラブ 赤松 京子/森花 治美

2 L0011780 京都府 岩本 淳子 ヴァルブランシュテニスクラブ

61 61

WINNER

L0018861 奈良県 山下 奈美子 ハードボールテニス 赤松 京子/森花 治美

3 L0012192 島根県 藤原 圭子 DENEB

76(5) 63

L0011825 兵庫県 佐藤 陽子 ファミリーテニスクラブ 吉竹 まゆみ/亀山 紀子

4 L0010997 北海道 吉竹 まゆみ J.STAP

75 57 13-11

L0010382 岡山県 亀山 紀子 every TC

   



C：第67回 四国テニス選手権大会

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

L0004454 岡山県 明比 敬子 ガーデングリーンテニスクラブ 中島 ちえ子 / 明比 敬子

2 bye

   

bye 中島 ちえ子 / 明比 敬子

3 L0009798 香川県 冨永 利子 屋島テニスクラブ

63 64

L0010383 香川県 吉原 直子 屋島テニスクラブ 下田 佐知/川口 知子

4 L0010664 京都府 下田 佐知 京都市テニス協会

61 64

WINNER

L0019331 大阪府 川口 知子 Vassie 蔵野 由美/才木 みどり

5 L0005405 兵庫県 三木 範子 TEAM MARS

61 62

L0011263 滋賀県 高田 貴代美 ジョイフル 蔵野 由美/才木 みどり

6 L0011238 兵庫県 蔵野 由美 サンランドロイヤルテニスクラブ

64 64

L0010304 東京都 才木 みどり 明治神宮外苑テニスクラブ 蔵野 由美/才木 みどり

7 L0018911 香川県 中村 千里 ハイブリッジテニスアカデミー

63 76(4)

L0018856 香川県 中村 美枝 屋島 竹村 千鶴/堀本 万里子

8 L0011026 2 愛知県 竹村 千鶴 名古屋グリーンテニスクラブ

76(2) 63

L0010595 愛知県 堀本 万里子 南愛知テニスドーム
   



C：第67回 四国テニス選手権大会

女子ダブルス 55歳以上
登録No Seed Name 1R QF SF F

1 L0004667 1 京都府 亀井 京子 TS奈良

L0008637 奈良県 山口 俊子 TS奈良 亀井 京子 / 山口 俊子

2 bye

   

bye 松村 茉砂与/田中 藤美

3 L0010394 高知県 西村 倫子 一宮テニスクラブ

84

L0012563 高知県 山口 早百合 ＹＣＣ 松村 茉砂与/田中 藤美

4 L0006579 兵庫県 松村 茉砂与 ユニバー神戸

82

L0011198 兵庫県 田中 藤美 ユニバー神戸 八木 洋子 / 橘 留美子

5 L0008659 3～4 岡山県 八木 洋子 ガーデングリーンテニスクラブ

63　63

L0012038 岡山県 橘 留美子 JLTFおかやま 八木 洋子 / 橘 留美子

6 bye

   

bye 八木 洋子 / 橘 留美子

7 bye

82

bye 岩本 ゆかり / 花本 真由美

8 L0012453 大阪府 岩本 ゆかり スターサップ

   

WINNER

L0019218 兵庫県 花本 真由美 松田テニス塾 八木 洋子 / 橘 留美子

9 L0003541 奈良県 牧浦 智恵子 ＴＳ奈良テニスクラブ

63 62

L0009424 奈良県 永井 恭代 TGK 牧浦 智恵子/永井 恭代

10 L0008476 兵庫県 矢野 真弓 ユニバー神戸テニス倶楽部

86

L0018850 兵庫県 酒井 美佳子 ユニバー神戸テニス倶楽部 船橋 美好子 / 玉田 年世

11 bye

82

bye 船橋 美好子 / 玉田 年世

12 L0010023 3～4 兵庫県 船橋 美好子 松田テニス塾

   

L0010022 兵庫県 玉田 年世 松田テニス塾 船橋 美好子 / 玉田 年世

13 L0006561 東京都 桂木 優子 高松ローンテニスクラブ

60　64

L0010616 東京都 丸岡 恵理 高松ローンテニスクラブ 国広 順子/竹嶋 久美

14 L0009966 広島県 国広 順子 Tennis bonbon

W.O

L0000764 山口県 竹嶋 久美 Tennis bonbon 尾上 重世 / 多田 皆子

15 bye

82

bye 尾上 重世 / 多田 皆子

16 L0008346 2 兵庫県 尾上 重世 パインテニスクラブ

   

L0003753 岡山県 多田 皆子 zero1

   



C：第67回 四国テニス選手権大会

女子ダブルス 60歳以上
登録No Seed Name 1R QF SF F

1 L0009123 1 兵庫県 森田 優子 サンランドロイヤルテニスクラブ

L0001068 福岡県 山下 佐余子 油山テニスクラブ 森田 優子 / 山下 佐余子

2 bye

   

bye 高岡 久美子/橋本 晴美

3 L0004475 香川県 藤原 雅代 アップデイト

81

L0018646 岡山県 小野 恵子 藤原薬局 高岡 久美子/橋本 晴美

4 L0006056 大阪府 高岡 久美子 茨木サニータウンテニスクラブ

82

L0009724 群馬県 橋本 晴美 ヴィクトワールテニスチーム 高岡 久美子/橋本 晴美

5 L0008653 3～4 神奈川県 屋敷 純子 Y.S.C

61　76（5）

L0010697 岡山県 三村 智子 ガーデングリーンテニスクラブ 有井 宏美/日野原 暁美

6 L0007409 東京都 有井 宏美 田柄T.C

85

L0012244 大阪府 日野原 暁美 ファミリーテニスクラブ 有井 宏美/日野原 暁美

7 L0001553 兵庫県 小寺 文子 芦屋国際ローンテニスクラブ

86

L0000742 兵庫県 清水 久子 難波徹NAMP 田村 祐子/石原 房子

8 L0012621 香川県 田村 祐子 高松ローンテニスクラブ

86

WINNER

L0012274 岡山県 石原 房子 テニスクラブART 山川 知枝 / 中川 まみ

9 L0012727 兵庫県 山本 博子 サンランドロイヤルテニスクラブ

64　36　10-6

L0018451 大阪府 今井 雅美 泉大津ロイヤルテニスクラブ 田村 洋子/芳形 生子

10 L0010956 岡山県 田村 洋子 zero1

97

岡山県 芳形 生子 ART 山川 知枝 / 中川 まみ

11 bye

82

bye 山川 知枝 / 中川 まみ

12 L0008059 3～4 兵庫県 山川 知枝 芦屋国際ローンテニスクラブ

   

L0004408 広島県 中川 まみ Tension 山川 知枝 / 中川 まみ

13 L0006487 東京都 安藤 康子 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ

57　64　11-9

L0008984 東京都 越後 克子 東宝調布テニスクラブ 安藤 康子/安藤 康子

14 L0010671 兵庫県 山本 絹代 トップランテニスカレッジ石守

82

L0011941 兵庫県 小林 美智子 天王山倶楽部 安藤 康子/安藤 康子

15 bye

85

bye 植松 保子 / 田中 久子

16 L0003489 2 東京都 植松 保子 テニスユナイテッド

   

L0003225 東京都 田中 久子 保谷ロイヤルテニスクラブ

   



C：第67回 四国テニス選手権大会

女子ダブルス 65歳以上
登録No Seed Name 1R SF F

1 L0002666 1 兵庫県 日谷 裕子 多田ハイグリーンT.C

L0006890 愛媛県 竹島 哲子 帝人松山テニスクラブ 日谷 裕子 / 竹島 哲子

2 bye

   

bye 日谷 裕子 / 竹島 哲子

3 L0009127 東京都 松井 みどり 宮崎台テニスクラブ

81

L0000086 神奈川県 渡辺 永海 東急あざみ野テニスガーデンTC 松井 みどり/渡辺 永海

4 L0006222 滋賀県 柏本 照子 ＢＩＷＡ　ＴＣ

84

WINNER

L0007884 神奈川県 諸江 博子 市ヶ尾テニスクラブ 日谷 裕子 / 竹島 哲子

5 L0009733 東京都 豊泉 礼子 田園テニスクラブ

63　61

L0008386 千葉県 細江 幸子 ルネサンス鷹之台テニスクラブ 槍田 真理子/畑 美恵子

6 L0007218 東京都 槍田 真理子 関町ローンテニスクラブ

85

L0000063 東京都 畑 美恵子 関町ローンテニスクラブ 谷中 敬子 / 高橋 芳子

7 bye

81

bye 谷中 敬子 / 高橋 芳子

8 L0007133 2 兵庫県 谷中 敬子 甲子園Ｔ．Ｃ

   

L0009983 千葉県 高橋 芳子 総武グリーンテニスクラブ
   


