
Seed name 1R 2R 3R SF F

1 1 谷村 百合 田園テニス倶楽部

田邉 麻里子 明治神宮外苑テニスクラブ 谷村 百合 / 田邉 麻里子

2 bye    

bye 谷村 百合 / 田邉 麻里子

3 小出 美弥子 武蔵野ローンテニスクラブ 75 , 61

高橋 浩美 武蔵野ローンテニスクラブ 小出 美弥子 / 高橋 浩美

4 吉田 ともえ 軽井沢会 61 , 63

長嶺 陽子 富士見台テニスクラブ 谷村 百合 / 田邉 麻里子

5 柿木 佳枝 田園テニス倶楽部 60 , 62

水原 牧子 田園テニス倶楽部 安藤 さとみ / 山川 かおり

6 安藤 さとみ あざみ野ローンテニスクラブ 64 , 62

山川 かおり 城陽ローン 安藤 さとみ / 山川 かおり

7 bye 36 , 63 , 10-1

bye 蓮沼 敦子 / 小川 麗子

8 蓮沼 敦子 東宝調布テニスクラブ    

小川 麗子 東宝調布テニスクラブ 谷村 百合 / 田邉 麻里子

9 篠原 希子 東宝調布テニスクラブ 62 , 46 , 16-14

難波 明子 町田ローンテニスクラブ 篠原 希子 / 難波 明子

10 bye    

bye 篠原 希子 / 難波 明子

11 内田 裕子 FFK 62 , 64

東 美花 FFK 中田 利佳子 / 仲 由貴子

12 中田 利佳子 フリー 60 , 62

仲 由貴子 湘南テニスクラブ 篠原 希子 / 難波 明子

13 永井 喜久子 前橋レディース 63 , 75

鈴木 陽子 エリステニスクラブ 永井 喜久子 / 鈴木 陽子

14 水野 成美 軽井沢会 60 , 61

岡田 貴美子 蝶宮会 永井 喜久子 / 鈴木 陽子

15 bye 67(3) , 75 , 10-6

bye 平井 洋子 / 冨山 達子

16 平井 洋子 アシニス    WINNER
冨山 達子 アシニス 楠原 淳子 / 加藤 裕子

17 梅谷 範子 Ｂ－ｓｍｉｌｅ 75 , 75

長谷部 秀子 越谷グリーン 梅谷 範子 / 長谷部 秀子

18 bye    

bye 梅谷 範子 / 長谷部 秀子

19 阿津地 慶子 京王テニスクラブ 67(1) , 61 , 10-8

細川 知恵 明治神宮外苑テニスクラブ 阿津地 慶子 / 細川 知恵

20 豊田 由美子 パザパ 62 , 61

宇賀神 美恵 パザパ 梅谷 範子 / 長谷部 秀子

21 鈴木 ちはや BTC 67(2) , 63 , 10-5

内海 昭子 BTC 外村 公子 / 野崎 優子

22 外村 公子 武蔵野ローンテニスクラブ 60 , 62

野崎 優子 目黒テニスクラブ 髙橋 利子 / 堀江 陽子

23 bye 60 , 62

bye 髙橋 利子 / 堀江 陽子

24 髙橋 利子 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ    

堀江 陽子 モアーズ 楠原 淳子 / 加藤 裕子

25 三嶽 紀子 テニスユナイテッド 62 , 63

伊藤 美香子 テニスユナイテッド 三嶽 紀子 / 伊藤 美香子

26 bye    

bye 三嶽 紀子 / 伊藤 美香子

27 高田 琴美 ジュンレオ 62 , 63

占部 裕子 ジュンレオ 鹿子木 満里子 / 田中 久子

28 鹿子木 満里子 BTC W.O.

田中 久子 保谷ロイヤルテニスクラブ 楠原 淳子 / 加藤 裕子

29 高橋 知子 パザパ 62 , 60

西尾 よし子 パザパ 高橋 知子 / 西尾 よし子

30 安住 由美子 SABR 62 , 62

内山 麗子 SABR 楠原 淳子 / 加藤 裕子

31 bye 61 , 61

bye 楠原 淳子 / 加藤 裕子

32 2 楠原 淳子 鎌倉ローンテニス倶楽部    

加藤 裕子 横浜ガーデンテニスクラブ

55才以上女子ダブルス
2019年 軽井沢国際テニストーナメント（年令別ダブルス）


