
ペア
合計年令 name 1R 2R 3R 4R SF

1 171 須藤　芳枝 軽井沢会（明治神宮外苑ＴＣ） A 太田　衛/ 田中　仁 F

瀧田　義介 明治神宮外苑ＴＣ 西村　博/ 西村 友子 太田　衛/ 田中　仁

2 159 西村　博 関町ローンＴＣ 6-3 B 輿石　文麿/ 岩下　弘 6-4

西村　友子 関町ローンＴＣ 西村　博/ 西村 友子

3 bye 6-1

石井　伸子/ 川越　のぶ

4

岸原　セツ子/ 中村　日出子

5 162 島田　昭 軽井沢会 6-2

陣内　燎子 軽井沢会 島田 昭/ 陣内 燎子

6 155 德冨　蘭子 武蔵野ローンＴＣ W.O

芦田　愼 A＆Ａスポーツクラブ 岸原　セツ子/ 中村　日出子

7 bye 6-2

岸原　セツ子/ 中村　日出子

8

岸原　セツ子/ 中村　日出子

9 166 熊谷　更新 関町ローンＴＣ 6-4

斎藤　恵美子 明治神宮外苑ＴＣ 熊谷　更新/ 斎藤　恵美子

10 159 吉阪　啓子 軽井沢会（東京ローンＴＣ） 6-1

岩淵　元 鎌倉ローンＴＣ 熊谷　更新/ 斎藤　恵美子

11 bye 6-5

斉藤　典子/ 野本　洋子

12

深水　幹子/ 野村　茂

13 155 深水　幹子 善福寺公園ＴＣ 6-4

野村　茂 国立スポーツ科学センター 深水　幹子/ 野村　茂

14 154 安永　良夫 軽井沢会 6-0

安永　利津子 軽井沢会 深水　幹子/ 野村　茂

15 bye 6-3

岸本　駿二/ 髙橋　重彦

16 A

太田　衛/ 田中　仁

17 151 伍堂　ひろみ 軽井沢会（東京ローンＴＣ） 6-1

山川　浩司 東京ローンTC 伍堂　ひろみ/ 山川　浩司

18 151 中村　元禧 武蔵野ローンＴＣ 6-1

木村　美代子 武蔵野ローンＴＣ 德冨　巖/ 本間　満雄

19 bye 6-4

德冨　巖/ 本間　満雄

20

谷津　正次/ 前川　美智子

21 155 長澤　俊彦 軽井沢会(神宮) 6-5

長澤　美知子 軽井沢会(神宮、善福寺) 谷津　正次/ 前川　美智子

22 152 谷津　正次 ポプラ・クラブ 6-2

前川　美智子 ザ.・クラブｰＡＯＴＷ 谷津　正次/ 前川　美智子

23 bye 6-0

藤田　晃/ 福井　淳之助

24

太田　衛/ 田中　仁　

25 146 浜野　彬 武蔵野ローンＴＣ 6-2

清　孝江 武蔵野ローンＴＣ 秋野　修/ 西脇　順子

26 150 秋野　修 静岡ＴＣ 6-4

西脇　順子 神戸ローンＴＣ 柳原　武夫/ 漆戸　昭也

27 bye 6-5

柳原　武夫/ 漆戸　昭也

28

太田　衛/ 田中　仁　

29 147 竹市　雅子 東京ローンＴＣ 6-3

大胡　雅美 三菱東京ＵＦＪＴＣ 竹市　雅子/ 大胡　雅美

30 146 髙井　輝男 伊勢原シニアＴＣ 6-3

荻山　美代子 伊勢原シニアＴＣ 太田　衛/ 田中　仁　

31 bye 6-0

太田　衛/ 田中　仁　

32

２０１２年軽井沢国際テニストーナメント

６１・６２の初戦敗者 太田　衛/ 田中　仁　

５７・５８の初戦敗者 柳原　武夫/ 漆戸　昭也

３７・３８の初戦敗者 岸原　セツ子/ 中村　日出子

４１・４２の初戦敗者 斉藤　典子/ 野本　洋子

４５・４６の初戦敗者 岸本　駿二/ 髙橋　重彦

４９・５０の初戦敗者 德冨　巖/ 本間　満雄

５３・５４の初戦敗者 藤田　晃/ 福井　淳之助

グランドベテランダブルス

３３・３４の初戦敗者 石井　伸子/ 川越　のぶ



ペア
合計年令 name 1R 2R 3R 4R SF

２０１２年軽井沢国際テニストーナメント
グランドベテランダブルス

33 159 石井　伸子 田園テニス俱楽部

川越　のぶ 田園テニス俱楽部 岡田　壽美子/ 竹田 久子

34 156 岡田　壽美子 明治神宮外苑ＴＣ 6-2

竹田　久子 木更津ローンＴＣ 岡田　壽美子/ 竹田 久子

35 bye 6-5

須藤　芳枝/ 瀧田　義介

36

岩下　雅子/ 斎藤　和子

37 149 岩下　雅子 太田スマッシュ 6-1

斎藤　和子 沼田レディースＴＣ 岩下　雅子/ 斎藤　和子

38 145 岸原　セツ子 立川グリーンＴＣ 6-4

中村　日出子 我孫子ＴＣ 岩下　雅子/ 斎藤　和子

39 bye 6-3

島田　昭/ 陣内　燎子

40

岩下　雅子/ 斎藤　和子

41 149 神原　直子 軽井沢会 6-4

梁瀬　久美子 神宮外苑ＴＣ 神原　直子/ 梁瀬　久美子

42 146 斉藤　典子 ＬＯＶＥ　15 6-5

野本　洋子 ＬＯＶＥ　15 神原　直子/ 梁瀬　久美子

43 bye 6-0

吉阪　啓子/ 岩淵　元

44

永島　昭彦/ 縄田　清

45 166 永島　昭彦 武蔵野ローンＴＣ 6-4

縄田　清 平山台ＴＣ 永島　昭彦/ 縄田　清

46 168 岸本　駿二 軽井沢会 6-3

髙橋　重彦 軽井沢会 永島　昭彦/ 縄田　清

47 bye 6-2

安永　良夫/ 安永　利津子

48 B

輿石　文麿/ 岩下　弘

49 156 松田　弘道 柏井ＴＣ 6-1

園田　保男 鎌ヶ谷ひかりＴＣ 松田　弘道/ 園田　保男

50 162 德冨　巖 武蔵野ローンＴＣ 6-2

本間　満雄 市川シグニットＴＣ 松田　弘道/ 園田　保男

51 bye

中村　元禧/ 木村　美代子

52

井上　武夫/ 大島　二郎

53 155 藤田　晃 成蹊テニス会 6-4

福井　淳之助 軽井沢会 井上　武夫/ 大島　二郎

54 156 井上　武夫 立野ローンＴＣ 6-4

大島　二郎 立野ローンＴＣ 井上　武夫/ 大島　二郎

55 bye 6-0

長澤　俊彦/ 長澤　美知子

56

輿石　文麿/ 岩下　弘

57 152 伍堂　英雄 東京ローンＴＣ（軽井沢会） 6-3

戸田　英冠 東京ローンＴＣ 伍堂　英雄/ 戸田　英冠

58 153 柳原　武夫 あいおいＴＣ 6-4

漆戸　昭也 チームダイヤモンドＴＣ 浜野　彬/ 清　孝江

59 bye 6-4

浜野　彬/ 清　孝江

60

輿石　文麿/ 岩下　弘

61 151 太田　衛 西和田ＴＣ 6-3

田中　仁　 寿台ＴＣ 輿石　文麿/ 岩下　弘

62 152 輿石　文麿 6-4

岩下　弘 薮塚ＴＣ 輿石　文麿/ 岩下　弘

63 bye 6-1

髙井　輝男/ 荻山　美代子

64

２５・２６の初戦敗者 浜野　彬/ 清　孝江

２１・２２の初戦敗者 長澤　俊彦/ 長澤　美知子

１７・１８の初戦敗者 中村　元禧/ 木村　美代子

９・１０の初戦敗者 吉阪　啓子/ 岩淵　元

５・６の初戦敗者 島田　昭/ 陣内　燎子

１・２の初戦敗者 須藤　芳枝/ 瀧田　義介

２９・３０の初戦敗者 髙井　輝男/ 荻山　美代子

１３・１４の初戦敗者 安永　良夫/ 安永　利津子
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