
Seed name 1R 2R 3R SF F

1 1 佐藤 冴子 立川テニス倶楽部

岩崎 紀久代 双実テニスクラブ 佐藤 冴子 / 岩崎 紀久代

2 bye    

bye 佐藤 冴子 / 岩崎 紀久代

3 早川 厚子 田園テニス倶楽部 61, 61 

橋本 緑 田園テニス倶楽部 志田 田鶴子/ 米田 郁子

4 志田 田鶴子 笠松テニスクラブ 63, 60

米田 郁子 明治神宮外苑テニスクラブ 佐藤 冴子 / 岩崎 紀久代

5 森 晃子 関町ローンテニスクラブ 63, 64

益子 房子 関町ローンテニスクラブ 森 晃子/ 益子 房子

6 尾崎 令子 緑が丘テニスガーデン 64. 75   

根岸 祥子 フリー 森 晃子/ 益子 房子

7 bye 60, 60 

bye 白石 美千子 / 岩井 弥恵子

8 白石 美千子 東京ローンテニスクラブ    

岩井 弥恵子 高井戸ダイヤモンド 佐藤 冴子 / 岩崎 紀久代

9 土屋 咲子 軽井沢会 61, 62   

安藤 恭子 軽井沢会 土屋 咲子 / 安藤 恭子

10 bye    

bye 鉾立 和子/ 荒川 妙子

11 鉾立 和子 青空会 W.O

荒川 妙子 霞ヶ関テニスパーク 鉾立 和子/ 荒川 妙子

12 佐野 教子 富士オオトミテニスクラブ 64, 61   

鈴置 史子 富士オオトミテニスクラブ 小田 晶子/ 原田 紀子

13 小田 晶子 東京ローンテニスクラブ 64, 76(5)   

原田 紀子 軽井沢会 小田 晶子/ 原田 紀子

14 大谷 正子 田園テニスクラブ 26, 63, 7-6(5)

小島 由紀子 田園テニスクラブ 小田 晶子/ 原田 紀子

15 bye 63, 62

bye 小泉 安枝 / 中村 千枝子

16 小泉 安枝 パパス津久井テニスクラブ    WINNER

中村 千枝子 パパス津久井テニスクラブ 中岡 幸子 / 韮沢 寿美子

17 相原 千映 明治神宮外苑テニスクラブ 63, 26, 7-0 

三輪 弥生 明治神宮外苑テニスクラブ 相原 千映 / 三輪 弥生

18 bye    

bye 後藤 瑠美子/ 那須 妙子

19 山口 な津子 富士オオトミテニスクラブ 62, 36, 10-8

田澤 幸枝 富士オオトミテニスクラブ 後藤 瑠美子/ 那須 妙子

20 後藤 瑠美子 田園テニス倶楽部 61, 63   

那須 妙子 明治神宮外苑テニスクラブ 後藤 道子/神永 由紀子

21 武内 香恵 軽井沢会 26, 60, 7-5

鴻巣 みや子 明治神宮テニスクラブ 後藤 道子/神永 由紀子

22 後藤 道子 フリー 61, 60   

神永 由紀子 フリー 後藤 道子/神永 由紀子

23 bye 46, 62, 7-3

bye 平林 治子 / 河原 孝子

24 平林 治子 大森テニスクラブ    

河原 孝子 富士オオトミテニスクラブ 中岡 幸子 / 韮沢 寿美子

25 石井 朋子 百合ヶ丘ファミリーテニスクラブ 61, 62   

川地 淳子 東京ローンテニスクラブ 石井 朋子 / 川地 淳子

26 bye    

bye 山村 厚子/ 石城 鈴枝

27 山村 厚子 松本テニス協会 36, 64, 7-4

石城 鈴枝 諏訪テニス協会 山村 厚子/ 石城 鈴枝

28 中川 順子 武蔵野ローン 60, 60   

冨田 明子 軽井沢会 中岡 幸子 / 韮沢 寿美子

29 福田 朋子 田園テニスクラブ 61, 46, 9-7

須藤 御恵子 田園テニスクラブ 村上 久美子/ 前原 矩子

30 村上 久美子 大正セントラルテニスクラブ目白 61, 64

前原 矩子 ミタカTC 中岡 幸子 / 韮沢 寿美子

31 bye 60, 61

bye 中岡 幸子 / 韮沢 寿美子

32 2 中岡 幸子 アプリコットＴＣ    

韮沢 寿美子 アクティブテニス幸手

2012年 軽井沢国際テニストーナメント（年齢別ダブルス）
65才以上女子ダブルス


	65wd

