
D：2020 第8回四国オ－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 F

1 L0018466 1 犬嶋 智美 PROGRESS

L0010584 伊藤 里恵 トリプルF 牧野 恵子/大森 葉子

2 L0009561 牧野 恵子 サンランドロイヤルＴＣ

62 46.[12-10]

WINNER

L0009559 大森 葉子 シャープ 牧野 恵子/大森 葉子

3 L0008483 佐藤 芳香 ミズノ藤沢テニスプラザ

16 61.[12-10]

L0008482 ヘルナンデス 薫 荏原湘南スポーツセンター 佐藤 芳香/ヘルナンデス 薫

4 L0010097 加藤 みどり 横浜スポーツマンクラブ

W.O

L0011306 岡部 智子 サンランドロイヤルテニスクラブ

   



D：2020 第8回四国オ－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 L0003702 1 岡部 恵理子 高井戸ダイアモンドスポーツTS

L0004260 雨川 あふみ 高松ローンテニスクラブ 岡部 恵理子/雨川 あふみ

2 L0007895 林 由佳子 徳島ローンテニスクラブ
64.60

L0012659 北岡 朋子 西条ロイヤルTC 岡部 恵理子/雨川 あふみ

3 L0019111 加古 千佳 ユニバー神戸
61.62

L0019431 田中 藤美 ユニバー神戸 加古 千佳/田中 藤美

4 L0010394 西村 倫子 一宮テニスクラブ
76(4).62

L0012563 山口 早百合 ＹＣＣ 橋口 客子/八ツ橋 幸代

5 L0004109 3～4 橋口 客子 ミズノテニスプラザ藤沢
60 63

L0003626 八ツ橋 幸代 わくわくテニス 橋口 客子/八ツ橋 幸代

6 L0006502 髙橋 利子 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ
63.60

L0010016 月本 聖子 東宝調布テニスクラブ 橋口 客子/八ツ橋 幸代

7 L0010197 徳田 聡美 宝塚パブリックローンTC
64.61

L0012357 増田 美雪 三和TS 徳田 聡美/増田 美雪

8 L0018850 酒井 美佳子 ユニバー神戸テニス倶楽部
64.16.[10-7]

WINNER

L0008379 安田 留里子 ITC京都西テニスクラブ

9 L0019269 畑佐 順子 横浜スポーツマンクラブ

L0019278 阿部 仁美 横浜スポーツマンクラブ 畑佐 順子/阿部 仁美

10 L0007015 市川 哲美 高松ローンテニスクラブ
61.06.[13-11]

L0007989 澤野 美央子 明治神宮外苑テニスクラブ 川口 知子/下田 佐知

11 L0008476 矢野 真弓 ユニバー神戸テニス倶楽部
62.61

L0019607 旗田 道子 ガーデングリーンテニスクラブ 川口 知子/下田 佐知

12 L0019331 3～4 川口 知子 Vassie
W.O

L0010664 下田 佐知 京都市テニス協会 河辺 美枝/垣内 清美

13 L0010875 川崎 佳香 Tennis bonbon
63 62

L0004504 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

14 L0003480 三堀 美幸 足柄ローンテニスクラブ
76(5).75

L0011049 藤井 繁子 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 河辺 美枝/垣内 清美

15 L0012173 原田 佳江 TEAM　MARS
61.60

L0011631 村木 真弓 カクテル企画 河辺 美枝/垣内 清美

16 L0006389 2 河辺 美枝 巧庭球塾
64.61

L0010989 垣内 清美 福井テニスクラブ

   

河辺 美枝/垣内 清美

63 62



D：2020 第8回四国オ－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 QF SF F

1 L0001218 1 佐谷 眞理 ミズノ

L0000066 村上 佳子 東急あざみ野テニスガーデンTC 佐谷 眞理 / 村上 佳子

2 bye
   

bye 佐谷 眞理 / 村上 佳子

3 L0012621 田村 祐子 高松ローンテニスクラブ
62 64

L0012274 石原 房子 テニスクラブART 田村 祐子/石原 房子

4 L0006063 伊達 規子 徳秀苑庭球倶楽部
76(4).64

L0010044 相山 芳美 Vassie 花房 るり子/山口 俊子

5 L0003830 3～4 炭谷 綾子 上尾セントラルテニスクラブ
62 63

L0006843 松田 恵美子 浦和パークテニスクラブ 炭谷 綾子/松田 恵美子

6 L0019241 原 元子 芦屋国際ローンテニスクラブ
62.62

L0010966 加藤 純子 チェリーテニスクラブ 花房 るり子/山口 俊子

7 L0000761 花房 るり子 ガーデングリーンテニスクラブ
62 60   

L0008637 山口 俊子 TS奈良 花房 るり子/山口 俊子

8 L0010539 坪井 貴美子 鶴見緑地M.T.S
60.62

WINNER

L0018637 上野 恭子 T.Volcano

9 L0004360 青木 明美 Y.S.C.

L0003715 大塚 由弥子 あさかファミール 青木 明美/大塚 由弥子

10 L0011065 風呂本 理矢 Tension
61.60

L0018895 藤井 理恵子 ケセラ 青木 明美/大塚 由弥子

11 L0009371 伊藤 芳子 YSC

   62 63

L0010830 南 弘子 A・CUBEテニスクラブ 山川 知枝/中川 まみ

12 L0008059 3～4 山川 知枝 芦屋国際ローンテニスクラブ
75.46.[10-7]

L0004408 中川 まみ Tennis bonbon 青木 明美/大塚 由弥子

13 L0008346 尾上 重世 パインテニスクラブ
61.61

L0003753 多田 皆子 チームアソシエ 尾上 重世/多田 皆子

14 L0005696 富山 千恵子 横浜ガーデンテニスクラブ
76(5).61

L0012727 山本 博子 サンランドロイヤルテニスクラブ 山田 礼子/幅 明美

15 L0004984 山田 博子 東宝調布テニスクラブ

64 46.[10-6]

L0008984 越後 克子 東宝調布テニスクラブ 山田 礼子/幅 明美

16 L0006082 2 山田 礼子 明治神宮外苑テニスクラブ
60.63

L0002936 幅 明美 川崎重工

   

青木 明美/大塚 由弥子

63 16.[10-6]



D：2020 第8回四国オ－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 QF SF F

1 L0007322 1 山下 美智恵 横浜ガーデンテニスクラブ

L0012244 日野原 暁美 ファミリーテニスクラブ 山下 美智恵 / 日野原 暁美

2 bye
   

bye 山下 美智恵 / 日野原 暁美

3 L0009123 森田 優子 サンランドロイヤルテニスクラブ
   62 57.[10-6] 

L0000901 田口 裕子 ユニバー神戸 森田 優子/田口 裕子

4 L0005127 段 幸代 徳秀苑庭球倶楽部
62.61

L0007148 中島 孝子 ＯＪＭ 山下 美智恵 / 日野原 暁美

5 L0001943 3～4 山谷 典子 ジョイフルアスレティッククラブ
63.62

L0011487 岩田 祐加子 テニスプラザＹＡＯ 山谷 典子/岩田 祐加子

6 L0000086 渡辺 永海 東急あざみ野テニスガーデンTC
60.63

L0004194 角田 啓子 関町ローン 柏本 照子/牛道 タキ子

7 L0019933 横山 町子 SEPIA
   75 36.[10-3] 

小笠原 美紀 YCC 柏本 照子/牛道 タキ子

8 L0006222 柏本 照子 ＢＩＷＡ　ＴＣ
64.76(4)

WINNER

L0010002 牛道 タキ子 三和テニスクラブ 山下 美智恵 / 日野原 暁美

9 L0003938 中井 佳代子 和歌山グリーンテニスクラブ
62.62

L0002666 日谷 裕子 多田ハイグリーンT.C 中井 佳代子/日谷 裕子

10 L0002606 大坪 雅子 徳秀苑庭球倶楽部
64.76(4)

L0000308 飽浦 睦子 モリタテニス企画 横山 美恵子/山崎 文子

11 L0000885 中村 直子 松田テニス塾

75 63   

L0012485 吉田 佳古 石神井ローンテニスクラブ 横山 美恵子/山崎 文子

12 L0004398 3～4 横山 美恵子 あさきTC
75.62

L0000439 山崎 文子 ライジング 横山 美恵子/山崎 文子

13 L0008183 住野 幸美 池田テニスクラブ
   64 26.[10-6] 

L0000922 平田 貴子 TEAM MARS 川瀬 啓子/中原 倫子

14 L0005807 川瀬 啓子 チームウエンズ
62.61

L0009789 中原 倫子 黄檗台テニスクラブ 工藤 桂子 / 谷中 敬子

15 bye
   75 76(3)

bye 工藤 桂子 / 谷中 敬子

16 L0000065 2 工藤 桂子 水戸グリーンテニスクラブ
   

L0007133 谷中 敬子 甲子園Ｔ．Ｃ

   



D：2020 第8回四国オ－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 2R QF SF F

1 L0001928 1 中島 小波 明治神宮外苑テニスクラブ

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

2 bye    

bye 中島 小波 / 栗田 恵子

3 L0005164 新沼 美智代 神崎 61.60

L0007090 織田 美代子 名古屋ローンテニス倶楽部 新沼 美智代/織田 美代子

4 L0000807 山下 英子 日本製鉄八幡 63.75

L0005460 真鍋 泰子 チーム真魚 中島 小波 / 栗田 恵子

5 L0006787 村上 久美子 ビックK立野テニスクラブ 61.60

L0019185 島川 弘子 八王子アイビーテニスクラブ 村上 久美子 / 島川 弘子

6 bye    

bye 村上 久美子 / 島川 弘子

7 bye W.O

bye 古賀 日寿好 / 原田 安子

8 L0019865 5～8 古賀 日寿好 阪急仁川テニスクラブ    

L0004201 原田 安子 千間台テニスクラブ 中島 小波 / 栗田 恵子

9 L0018495 3～4 淺井 菊江 コパンTS 60.62

L0010507 小谷 美恵子 葉山テニスクラブ 淺井 菊江 / 小谷 美恵子

10 bye    

bye 八尾村 純子 / 諸江 博子

11 bye 67(4).64.[10-0]

bye 八尾村 純子 / 諸江 博子

12 L0002835 八尾村 純子 田園テニス倶楽部    

L0007884 諸江 博子 ウッドテニス 八尾村 純子 / 諸江 博子

13 L0010930 秦 裕子 ﾛｲﾔﾙII 63.36.[10-6]

L0003524 中島 郁代 善福寺公園テニスクラブ 秦 裕子 / 中島 郁代

14 bye    

bye 中村 和子 / 斉藤 慈子

15 bye 76(5).75

bye 中村 和子 / 斉藤 慈子

16 L0007508 5～8 中村 和子 サントピアテニスクラブ    WINNER

L0001560 斉藤 慈子 神崎 中島 小波 / 栗田 恵子

17 L0009733 5～8 豊泉 礼子 田園テニスクラブ(東京都)  62 75  

L0009127 松井 みどり 田園テニスクラブ(東京都) 豊泉 礼子 / 松井 みどり

18 bye    

bye 豊泉 礼子 / 松井 みどり

19 bye 61.61

bye 加藤 啓子 / 池村 光枝

20 L0004156 加藤 啓子 名古屋ローンテニス倶楽部    

L0009009 池村 光枝 神戸ローンテニスクラブ 豊泉 礼子 / 松井 みどり

21 L0007218 槍田 真理子 関町ローンテニスクラブ 46.60.[12-10]

L0000063 畑 美恵子 関町ローンテニスクラブ 槍田 真理子 / 畑 美恵子

22 bye    

bye 槍田 真理子 / 畑 美恵子

23 bye 57.62.[10-5]

bye 田辺 悦子 / 多羅尾 清子

24 L0005456 3～4 田辺 悦子 ウッドテニス    

L0001606 多羅尾 清子 高井戸ダイヤモンドTC 豊泉 礼子 / 松井 みどり

25 L0008386 5～8 細江 幸子 ルネサンス鷹之台テニスクラブ 62.64

L0000062 佐藤 まり子 あたごテニスクラブ 細江 幸子 / 佐藤 まり子

26 bye    

bye 栗原 郁子 / 神宮寺 恵子

27 bye 63.63

bye 栗原 郁子 / 神宮寺 恵子

28 L0000416 栗原 郁子 札幌LTC    

L0019034 神宮寺 恵子 テニスクラブＡＲＴ 橋本 早苗 / 只隈 悦子

29 L0009401 伊藤 由美子 東京グリーンテニスクラブ 62.75

L0002904 小林 のり子 神崎 伊藤 由美子/小林 のり子

30 L0004652 樋山 幸恵 万博テニスガーデン 75.61

L0011962 稲田 ひろ子 ITC京都西 橋本 早苗 / 只隈 悦子

31 bye 64.62

bye 橋本 早苗 / 只隈 悦子

32 L0009268 2 橋本 早苗 楠クラブ       

L0000037 只隈 悦子 相模原グリーンテニスクラブ


