
第73回 テイジン全日本ベテランテニス選手権

女子 40 歳以上　　ダブルス
JOPグレード：A 参加数：16

初-敗 B-8 B-4 準優勝 優勝
獲得ポイント 30 275 390 560 800

シード順位 ドローNo. 登録番号 氏名 所属
 1 L0010599 笠井 和子 松原テニスクラブ 笠井 和子

L0010605 松尾 智恵 富士見台テニスクラブ 松尾 智恵
L0009559 大森 葉子 シャープ 63 61 笠井 和子
L0009560 吉村 裕絵 柏原市テニス協会 松尾 智恵
L0009891 宮崎 理恵 レインボーＴＳ彩都 佐々木 直美 63 62
L0009583 稲田 弥生 ＴＡＳ 新美 友紀
L0009500 佐々木 直美 橘テニスアカデミー 61 64 笠井 和子
L0010769 新美 友紀 希望が丘テニスクラブ 松尾 智恵

3～4 L0009617 佐藤 千枝 パンダハウス 佐藤 千枝 64 57 61
L0009616 田村 豊美 ＴＰＰ 田村 豊美
L0010209 赤松 京子 矢田山テニスクラブ 62 63 会田 明子
L0010207 森花 治美 矢田山テニスクラブ 木村 真紀
L0010998 会田 明子 スカイブルー 会田 明子 62 62
L0011145 木村 真紀 セサミスポーツクラブ三鷹 木村 真紀
L0010579 松岡 妙子 岐阜西テニスクラブ 57 61 63 笠井 和子
L0010573 疋田 慶子 テニスショップＮＡＷＡ 松尾 智恵
L0010948 木村 絵奈 シーホース 木村 絵奈 61 62
L0009521 榊 淳子 ロベリア 榊 淳子
L0010516 吉秋 知美 アルマトーレテニス 64 64 木村 絵奈
L0009576 中原 牧子 一筆テニスクラブ 榊 淳子
L0010059 石関 頼子 ブレントウッドＲＴＣ 鎌田 桂子 64 75
L0010102 山内 美奈子 タウンテニス大泉学園 杉山 貴子

3～4 L0009479 鎌田 桂子 ＴＰＰ 62 61 木村 絵奈
L0011044 杉山 貴子 ＪＩＴＣ 榊 淳子
L0009218 三宅 順子 ＴＳ奈良テニスクラブ 牧野 恵子 57 64 76(2)

L0010508 四方 ゆかり 富雄テニス 西尾 優子
L0009561 牧野 恵子 パナソニック 61 62 河辺 美枝
L0010509 西尾 優子 コスパ柏原 上野 聡子
L0010585 家崎 洋子 アシニス 河辺 美枝 16 62 75
L0008657 東海林 由紀 アシニス 上野 聡子

 2 L0006389 河辺 美枝 巧庭球塾 62 62
L0010511 上野 聡子 森田テニス企画

シード順位
1 L0010599 笠井　和子 松原テニスクラブ

L0010605 松尾智恵 富士見台テニスクラブ
2 L0006389 河辺　美枝 巧庭球塾

L0010511 上野　聡子 森田テニス企画
3～4 L0009479 鎌田　桂子 ＴＰＰ

L0011044 杉山　貴子 ＪＩＴＣ
3～4 L0009617 佐藤　千枝 パンダハウス

L0009616 田村　豊美 ＴＰＰ

補欠順位

1 L0008589 福原　千佳 明治神宮外苑テニスクラブ
L0008794 神山　邦子 明治神宮外苑ＴＣ

2 L0010627 萩生田　亜友美 相模原グリーンテニスクラブ
L0010628 田中　陽子 相模原グリーンテニスクラブ
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第73回 テイジン全日本ベテランテニス選手権

女子 45 歳以上　　ダブルス
JOPグレード：A 参加数：16

初-敗 B-8 B-4 準優勝 優勝
獲得ポイント 30 275 390 560 800

シード順位 ドローNo. 登録番号 氏名 所属
 1 L0004215 早野 知実 カクテル企画 早野 知実

L0008076 兼田 由賀里 カクテル企画 兼田由賀里

L0004265 山川 恵 フミヤスポーツ 64 61 早野 知実
L0004260 雨川 あふみ 高松ローンテニスクラブ 兼田由賀里

L0008588 大庭 由美 メッツ 大庭 由美 46 61 62
L0008587 佐藤 紀美 メッツ 佐藤 紀美
L0006833 中島 ちえ子 ウィッシュ 63 67(2) 76(5) 早野 知実
L0002150 藤本 三佐代 チアーズ 兼田由賀里

3～4 L0004454 明比 敬子 ガーデングリーンテニスクラブ 明比 敬子 64 63
L0007052 髙田 恵子 レインボーＴＳ彩都 髙田 恵子
L0006993 斎藤 美由紀 リトルプリンステニスクラブ 64 63 高橋えみ子

L0009000 松井 三子 川口ナイト 梅原 頼子
L0009071 清水 志津子 サントピアテニスクラブ 高橋えみ子 64 61
L0008567 三木 真美 サントピアテニスクラブ 梅原 頼子
L0008521 高橋 えみ子 テニスプロジェクト 62 62 早野 知実
L0006820 梅原 頼子 鈴鹿短期大学 兼田由賀里

L0001192 岡川 恵美子 プロ・トキワクラブ伊豆高原 重松 忍 60 63
L0005882 岡部 トキ子 シードテニスクラブ 八ツ橋幸代

L0001000 重松 忍 ＩＴＳ九州 46 64 75 ヘルナンデス薫

L0003626 八ツ橋 幸代 大林テニススクール 佐藤 芳香
L0009509 旗田 道子 ガーデングリーンテニスクラブ ヘルナンデス　薫 63 16 61
L0008659 八木 洋子 ガーデングリーン 佐藤 芳香

3～4 L0008482 ヘルナンデス　薫 荏原湘南スポーツセンター 60 46 64 太田 謙子
L0008483 佐藤 芳香 ミズノテニスプラザ藤沢 角 元子
L0003759 福士 令子 てる設計テニスクラブ 福士 令子 62 62
L0010425 前田 美佳 青森県テニス協会 前田 美佳
L0009264 中村 啓子 中村企画 64 62 太田 謙子
L0006582 加藤 喜和美 モリタテニス企画 角 元子
L0001690 三町 浩子 フミヤスポーツ 太田 謙子 61 61
L0008781 小野 栄子 目黒テニスクラブ 角 元子

 2 L0009672 太田 謙子 古川テニス企画 62 60
L0009681 角 元子 芦屋シーサイドテニスクラブ

シード順位
1 L0004215 早野　知実 カクテル企画

L0008076 兼田　由賀里 カクテル企画
2 L0009672 太田　謙子 古川テニス企画

L0009681 角　元子 芦屋シーサイドテニスクラブ
3～4 L0008482 ヘルナンデス　薫 荏原湘南スポーツセンター

L0008483 佐藤　芳香 ミズノテニスプラザ藤沢
3～4 L0004454 明比　敬子 ガーデングリーンテニスクラブ

L0007052 髙田　恵子 レインボーＴＳ彩都

補欠順位

1 L0004975 佐々木　絵里 目黒テニスクラブ
L0004396 澤田　美幸 ウィング帯広

2 L0006927 大坪　美智代 TPOS
L0005645 伊藤　佳子 ＳＣアクトス

3 L0005405 三木　範子 ＴＥＡＭ　ＭＡＲＳ
L0008680 高橋　雅子 大和田テニスクラブ

4 L0010052 野澤　いづみ ＳＰＴＣ
L0009761 須藤　薫 稲毛フラワーテニスクラブ

5 L0007015 市川　哲美 ＲＯＮＤ－ＰＯＩＮＴ
L0007989 澤野　美央子 Ｒｏｕｎｄ　Ｐｏｉｎｔ
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第73回 テイジン全日本ベテランテニス選手権

女子 50 歳以上　　ダブルス
JOPグレード：A 参加数：24

初-敗 B-16 B-8 B-4 準優勝 優勝
獲得ポイント 30 240 345 490 700 1000

シード順位 ドローNo. 登録番号 氏名 所属
 1 L0001195 小泉 幸枝 プロ・モリタテニス企画 小泉 幸枝

L0003410 中島 律子 相模原グリーンテニスクラブ 中島 律子
BYE 小泉 幸枝
BYE 中島 律子

L0000761 花房 るり子 ガーデングリーンテニスクラブ 花房るり子 61 62
L0003420 北山 乃梨子 京都市テニス協会 北山乃梨子
L0000742 清水 久子 難波徹ＮＡＭＰ 62 62 小泉 幸枝
L0001553 小寺 文子 芦屋国際ローンテニスクラブ 中島 律子
L0000660 友口 明美 チーム・ウェンズ 友口 明美 60 61
L0004179 西本 春美 宝塚パブリックローンテニスクラブ 西本 春美
L0006056 高岡 久美子 ミナミグリーンテニスクラブ 63 60 大塚由弥子
L0009724 橋本 晴美 ヴィクト 野々村深雪

　　　 BYE 大塚由弥子 61 63
BYE 野々村深雪

5～8 L0003715 大塚 由弥子 あさかファミール 小泉 幸枝
L0005414 野々村 深雪 ＩＳＨＩＩ　ＴＥＮＮＩＳ　ＡＣＡＤＥＭＹ 中島 律子

3～4 L0004569 田中 恵美子 Ｖａｓｓｉｅ 田中恵美子 62 61
L0004489 若竹 智佳恵 テニスプラザ尼崎 若竹智佳恵

　　　 BYE 山本かおる
BYE 河上 妙子

L0001068 山下 佐余子 油山テニスクラブ 山本かおる 63 60
L0010655 下津浦 厚子 ファインヒルズテニスクラブ 河上 妙子
L0005441 山本 かおる ＵＳＬ 62 46 60 山本かおる
L0011005 河上 妙子 市川テニスチーム 河上 妙子
L0003830 炭谷 綾子 上尾セントラルテニスクラブ 炭谷 綾子 62 63
L0009109 森下 友子 Ｙ．Ｓ．Ｃ 森下 友子
L0009200 阿部 純子 Ｆｉｒｓｔ 63 64 炭谷 綾子
L0006015 鳴嶋 正枝 立川テニス倶楽部 森下 友子

　　　 BYE 青木 明美 61 76(3)
BYE 柚山 由香 小泉 幸枝

5～8 L0004360 青木 明美 Ｙ．Ｓ．Ｃ 中島 律子
L0002989 柚山 由香 Ｙ．Ｓ．Ｃ 64 60

5～8 L0008059 山川 知枝 芦屋国際ローンテニスクラブ 山川 知枝
L0002136 上村 千恵子 ＷＡＴＳ 上村 千恵子

　　　 BYE 酒匂千嘉子
BYE 村上 佳子

L0007882 ﾀﾞﾑ茉莉花ｼﾞｪｰｽﾝあさきＴ．Ｃ 酒匂千嘉子 64 62
L0004227 上遠野 和恵 オレンジテニスクラブ 村上 佳子
L0000677 酒匂 千嘉子 豊中テニスクラブ 64 62 高橋 弘子
L0000066 村上 佳子 東急嶮山スポーツガーデン 井出 しのぶ
L0003213 安田 勢都子 油山テニスクラブ 中山 博子 62 60
L0002327 岡本 和代 筑後の森テニスクラブ 幅 明美
L0000739 中山 博子 宝塚Ｐ．Ｌ．Ｔ．Ｃ 62 64 高橋 弘子
L0002936 幅 明美 川崎重工 井出しのぶ

　　　 BYE 高橋 弘子 26 62 60
BYE 井出 しのぶ

3～4 L0001592 高橋 弘子 サンコーテニスアカデミー 堀江 弘美
L0001492 井出 しのぶ 桜台テニスクラブ 丸井由美子

5～8 L0007873 妹尾 尚美 エリステニスクラブ 妹尾 尚美 63 61
L0004109 橋口 客子 ミズノテニスプラザ藤沢 橋口 客子

BYE 北陸 淑子
BYE 竹嶋 久美

L0001536 北陸 淑子 ちーむとっぷがん 北陸 淑子 75 76(3)
L0000764 竹嶋 久美 Ｔｅｎｎｉｓ　ｂｏｎｂｏｎ 竹嶋 久美
L0004242 澗田 早苗 あさきテニスクラブ 75 63 堀江 弘美
L0007185 原田 伸子 あさきテニスクラブ 丸井由美子
L0006114 河本 秋子 苫小牧テニス協会 堀江 弘美 75 64
L0009449 五十嵐 とし子 苫小牧テニス協会 丸井由美子
L0003905 堀江 弘美 グリーンナウ 64 63 堀江 弘美
L0003904 丸井 由美子 大津テニスクラブ 丸井由美子

　　　 BYE 佐谷 真理 46 62 62
BYE 橋場 治子

 2 L0001218 佐谷 真理 プロ・ミズノ
L0008495 橋場 治子 明治神宮外苑テニスクラブ

シード順位
1 L0001195 小泉　幸枝 プロ・モリタテニス企画

L0003410 中島　律子 相模原グリーンテニスクラブ
2 L0001218 佐谷　真理 プロ・ミズノ

L0008495 橋場　治子 明治神宮外苑テニスクラブ
3～4 L0001592 高橋　弘子 サンコーテニスアカデミー

L0001492 井出　しのぶ 桜台テニスクラブ
3～4 L0004569 田中　恵美子 Ｖａｓｓｉｅ

L0004489 若竹　智佳恵 テニスプラザ尼崎
5～8 L0007873 妹尾　尚美 エリステニスクラブ

L0004109 橋口　客子 ミズノテニスプラザ藤沢
5～8 L0004360 青木　明美 Ｙ．Ｓ．Ｃ

L0002989 柚山　由香 Ｙ．Ｓ．Ｃ
5～8 L0003715 大塚　由弥子 あさかファミール

L0005414 野々村　深雪 ＩＳＨＩＩ　ＴＥＮＮＩＳ　ＡＣＡＤＥＭＹ
5～8 L0008059 山川　知枝 芦屋国際ローンテニスクラブ

L0002136 上村　千恵子 ＷＡＴＳ
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第73回 テイジン全日本ベテランテニス選手権
10/3日　本戦ドローを修正致しました。
女子 55 歳以上　　ダブルス

JOPグレード：A 参加数：24

初-敗 B-16 B-8 B-4 準優勝 優勝
獲得ポイント 30 240 345 490 700 1000

シード順位 ドローNo. 登録番号 氏名 所属
 1 L0002767 杉山 豊子 寒川ローンテニスクラブ 杉山 豊子

L0003535 氏家 真沙子 相模原グリーンテニスクラブ 氏家真沙子
BYE 杉山 豊子
BYE 氏家真沙子

L0000314 荘 昌子 楠クラブ 荘 昌子 63 62
L0008184 兵頭 正子 東急嶮山スポーツガーデン 兵頭 正子
L0007133 谷中 敬子 甲子園テニスクラブ 61 64 杉山 豊子
L0007148 中島 孝子 ＯＪＭ 氏家真沙子
L0005240 岩井 典子 芦屋シーサイドテニス 岩井 典子 64 62
L0010944 金山 佳枝 ユニバー神戸Ｔ．Ｃ 金山 佳枝
L0004194 角田 啓子 保谷ロイヤルテニスクラブ 61 62 土屋 章子
L0010561 吉澤 晴美 保谷ロイヤルＴＣ 渋谷美恵子

　　　 BYE 土屋 章子 63 63
BYE 渋谷美恵子

5～8 L0000726 土屋 章子 ヴァルブランシュテニスクラブ 林 寛子
L0000725 渋谷 美恵子 ユニバー神戸テニス倶楽部 山田かおる

3～4 L0001648 林 寛子 フォレストテニスクラブ 林 寛子 63 61
L0008953 山田 かおる 越谷グリーンテニスクラブ 山田かおる

　　　 BYE 林 寛子
BYE 山田かおる

L0000081 阿部 睦子 テニスショップＮＡＷＡ 中道 保枝 63 62
L0008180 池上 政枝 テニスショップＮＡＷＡ 川崎 孝子
L0007561 中道 保枝 チーム・ウエンズ 62 62 林 寛子
L0010917 川崎 孝子 守山テニスクラブ 山田かおる
L0004408 中川 まみ Ｔｅｎｓｉｏｎ 中川 まみ 46 64 75
L0000818 三宮 君江 岩国ファミリーテニスクラブ 三宮 君江
L0001004 月川 律子 コロニーグローブテニスクラブ 57 64 62 中川 まみ
L0001052 西田 幸子 ファミリークラブ 三宮 君江

　　　 BYE 林 栄子 64 36 75
BYE 本郷美智子 林 寛子

5～8 L0001646 林 栄子 相模原グリーンテニスクラブ 山田かおる
L0009374 本郷 美智子 東宝調布テニスクラブ 61 62

5～8 L0003828 髙木 厚子 フラワーテニスクラブ 髙木 厚子
L0000439 山崎 文子 ライジング 山崎 文子

　　　 BYE 髙木 厚子
BYE 山崎 文子

L0000673 樋口 節子 Ｏ．Ｊ．Ｍ． 上原美津枝 36 61 63
L0002666 日谷 裕子 多田ハイグリーンテニスクラブ 飯田 明美
L0002599 上原 美津枝 ミナミグリーンテニスクラブ 62 62 髙木 厚子
L0008601 飯田 明美 チェリーテニスクラブ 山崎 文子
L0008566 平野 久美子 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ 平野久美子 63 75
L0009564 石飛 佳代子 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ 石飛佳代子
L0000355 田中 洋子 札幌テニス協会 76(0) 61 黒田 君枝
L0000086 渡辺 永海 東急嶮山スポーツガーデン 中村 規子

　　　 BYE 黒田 君枝 62 67(6) 63
BYE 中村 規子

3～4 L0000790 黒田 君枝 ＴＥＡＭ　ＭＡＲＳ 髙木 厚子
L0002652 中村 規子 宝塚パブリックローンテニスクラブ 山崎 文子

5～8 L0000074 山下 博美 ＩＳＨＩＩ　ＴＥＮＮＩＳ．ＡＣＡＤＥＭＹ 山下 博美 W.O
L0007322 山下 美智恵 東急嶮山スポーツガーデン 山下美智恵

BYE 岡 美和子
BYE 長﨑 慶子

L0005221 小島 廣子 桶川ロイヤルテニスクラブ 岡 美和子 60 61
L0004978 藤田 都 浦和パークテニスクラブ 長﨑 慶子
L0006392 岡 美和子 若林テニスクラブ 60 60 岡 美和子
L0006132 長﨑 慶子 神﨑テニスカレッジ 長﨑 慶子
L0001495 今井 しのぶ 富士見台テニスクラブ 河野 保子 62 62
L0003225 田中 久子 保谷ロイヤルテニスクラブ 佐伯 礼子
L0002849 河野 保子 東宝調布テニスクラブ 46 62 75 河野 保子
L0005741 佐伯 礼子 エバーグリーンテニスフォレスト横浜 佐伯 礼子

　　　 BYE 有井 宏美 75 46 75
BYE 木下久美子

 2 L0007409 有井 宏美 田柄テニスクラブ
L0006906 木下 久美子 保谷ロイヤルテニスクラブ

シード順位
1 L0002767 杉山　豊子 寒川ローンテニスクラブ

L0003535 氏家　真沙子 相模原グリーンテニスクラブ
2 L0003562 桧垣　由美子 横浜ガーデンテニスクラブ

L0002296 森山　郁野 ＳＰＴＣ
3～4 L0000790 黒田　君枝 ＴＥＡＭ　ＭＡＲＳ

L0002652 中村　規子 宝塚パブリックローンテニスクラブ
3～4 L0001648 林　寛子 フォレストテニスクラブ

L0008953 山田　かおる 越谷グリーンテニスクラブ
5～8 L0000074 山下　博美 ＩＳＨＩＩ　ＴＥＮＮＩＳ．ＡＣＡＤＥＭＹ

L0007322 山下　美智恵 東急嶮山スポーツガーデン
5～8 L0003828 髙木　厚子 フラワーテニスクラブ

L0000439 山崎　文子 ライジング
5～8 L0000726 土屋　章子 ヴァルブランシュテニスクラブ

L0000725 渋谷　美恵子 ユニバー神戸テニス倶楽部
5～8 L0001646 林　栄子 相模原グリーンテニスクラブ

L0009374 本郷　美智子 東宝調布テニスクラブ
9 L0007409 有井　宏美 田柄テニスクラブ

L0006906 木下　久美子 保谷ロイヤルテニスクラブ

欠場者 L0003562 桧垣　由美子 横浜ガーデンテニスクラブ
L0002296 森山　郁野 ＳＰＴＣ
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第73回 テイジン全日本ベテランテニス選手権

女子 60 歳以上　　ダブルス
JOPグレード：A 参加数：24

初-敗 B-16 B-8 B-4 準優勝 優勝
獲得ポイント 30 240 345 490 700 1000

シード順位 ドローNo. 登録番号 氏名 所属
 1 L0000417 足立 江津子 阪神テニスショップ 足立江津子

L0006890 竹島 哲子 帝人松山テニス部 竹島 哲子
BYE 小野 悦子
BYE 二宮 典子

L0006751 小野 悦子 取手市民硬式テニスクラブ 小野 悦子 60 06 62
L0002656 二宮 典子 扇テニスクラブ 二宮 典子
L0000767 北澤 優子 奈良国際テニスクラブ 26 63 63 石川 純子
L0000061 丹野 邦子 鎌倉宮カントリーＴ．Ｃ 杉井富美枝
L0000062 佐藤 まり子 あたごテニスクラブ 佐藤まり子 60 62
L0000057 小貫 由美子 北茨城市テニス協会 小貫由美子
L0000020 清水 智映子 あさきテニスクラブ 61 62 石川 純子
L0007508 中村 和子 サントピアテニスクラブ 杉井富美枝

　　　 BYE 石川 純子 63 61
BYE 杉井富美枝

5～8 L0000588 石川 純子 枚方フィーバー 石川 純子
L0000589 杉井 富美枝 枚方フィーバー 杉井富美枝

3～4 L0003231 飯塚 恵子 明治神宮外苑テニスクラブ 飯塚 恵子 60　62
L0003520 興野 八重子 明治神宮外苑テニスクラブ 興野八重子

　　　 BYE 奥村なな子
BYE 望月 節子

L0000604 水野 美子 名古屋ローンテニスクラブ 奥村なな子 26 75 75
L0005909 岩田 道代 三和テニススクール 望月 節子
L0000036 奥村 なな子 相模原グリーンテニスクラブ 64 62 中島 小波
L0005210 望月 節子 横浜スポーツマンクラブ 山本 もとよ
L0001928 中島 小波 明治神宮外苑テニスクラブ 中島 小波 75 46 76(4)
L0000766 山本 もとよ 泉大津ロイヤルテニスクラブ 山本もとよ
L0001105 栗田 恵子 アサヒ緑健久山テニス倶楽部 64 61 中島 小波
L0002624 佐々木 信子 筑紫ＡＭＩテニスクラブ 山本もとよ

　　　 BYE 金澤 博子 76(7) 62
BYE 間宮 茂子 石川 純子

5～8 L0000031 金澤 博子 京王テニスクラブ 杉井富美枝
L0000043 間宮 茂子 湘南ハンドレットテニスクラブ 60 61

5～8 L0000675 渡辺 秀子 万博テニスガーデン 渡辺 秀子
L0008901 中村 香苗 マイ・ロード 中村 香苗

　　　 BYE 渡辺 秀子
BYE 中村 香苗

L0004251 西村 民子 東京グリーンテニスクラブ 井上 タミコ 75 06 63
L0002769 波多野 洋子 ＳＯＴＣ白河 牛道タキ子
L0003750 井上 タミコ 万博テニスガーデン 76(4) 63 山下千代子
L0010002 牛道 タキ子 三和テニスクラブ 間島美代子
L0000063 畑 美恵子 関町ローンテニスクラブ 小田るり子 76(4) 64
L0007218 槍田 真理子 関町ローンテニスクラブ 柴波 榮子
L0008746 小田 るり子 帯広テニス協会 76(3) 60 山下千代子
L0002019 柴波 榮子 千歳テニス協会 間島美代子

　　　 BYE 山下千代子 61 63
BYE 間島美代子

3～4 L0000724 山下 千代子 ＭＭＴＣ 山下千代子
L0000384 間島 美代子 札幌Ｌ．Ｔ．Ｃ 間島美代子

5～8 L0000611 松井 文子 名古屋ローンテニスクラブ 松井 文子 46 75 63
L0000377 井本 豊子 千歳テニス協会 井本 豊子

BYE 安川 広子
BYE 千葉 清美

L0001699 安川 広子 あたごテニスクラブ 安川 広子 16 63 61
L0001607 千葉 清美 あたごテニスクラブ 千葉 清美
L0006872 津田 ちかげ 横須賀ダイヤランドテニスクラブ 75 63 牛山 秀子
L0006956 瀬岡 かゆき 足柄ローンテニスクラブ 吉崎 鶴代
L0009060 山本 美智子 ＳＰＴＣ 山本美智子 76(1) 62
L0004754 神長 政子 湘南ファミリーＴ．Ｃ 神長 政子
L0008386 細江 幸子 鷹之台テニスクラブ 60 57 75 牛山 秀子
L0003519 町田 松江 明治神宮外苑テニスクラブ 吉崎 鶴代

　　　 BYE 牛山 秀子 75 64
BYE 吉崎 鶴代

 2 L0002469 牛山 秀子 すわっち
L0000576 吉崎 鶴代 チェック　ＯＮＥ

シード順位
1 L0000417 足立　江津子 阪神テニスショップ

L0006890 竹島　哲子 帝人松山テニス部
2 L0002469 牛山　秀子 すわっち

L0000576 吉崎　鶴代 チェック　ＯＮＥ
3～4 L0003231 飯塚　恵子 明治神宮外苑テニスクラブ

L0003520 興野　八重子 明治神宮外苑テニスクラブ
3～4 L0000724 山下　千代子 ＭＭＴＣ

L0000384 間島　美代子 札幌Ｌ．Ｔ．Ｃ
5～8 L0000588 石川　純子 枚方フィーバー

L0000589 杉井　富美枝 枚方フィーバー
5～8 L0000611 松井　文子 名古屋ローンテニスクラブ

L0000377 井本　豊子 千歳テニス協会
5～8 L0000031 金澤　博子 京王テニスクラブ

L0000043 間宮　茂子 湘南ハンドレットテニスクラブ
5～8 L0000675 渡辺　秀子 万博テニスガーデン

L0008901 中村　香苗 マイ・ロード
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第73回 テイジン全日本ベテランテニス選手権

女子 65 歳以上　　ダブルス
JOPグレード：A 参加数：16

初-敗 B-8 B-4 準優勝 優勝
獲得ポイント 30 275 390 560 800

シード順位 ドローNo. 登録番号 氏名 所属
 1 L0000148 鈴木 正枝 ベルビューＴ．Ｃ 鈴木 正枝

L0001154 及能 眞利子 横浜インターナショナルテニスコミニティ 及能眞利子
L0000157 南井 多恵子 江戸川台テニスクラブ 64 76(9) 鈴木 正枝
L0004736 奥原 穂奈美 松本テニス協会 及能眞利子
L0002841 清水 倫代 東京グリーンテニスクラブ 清水 倫代 64 63
L0005182 大島 磯美 立野ローンテニスクラブ 大島 磯美
L0004487 板野 陽子 ガーデングリーンテニスクラブ 60 60 鈴木 正枝
L0009303 垪和 友望 芦屋国際ローンテニスクラブ 及能眞利子

3～4 L0000140 鷲見 美恵子 東急嶮山スポーツガーデン 長尾 章子 61 63
L0009131 川上 妙子 関町ローンテニスクラブ 谷 恵子
L0008190 長尾 章子 トップステイ 63 46 63 石井三代子
L0000686 谷 恵子 エレガンス 川上 信子
L0000419 小川 加代子 エバーグリーンテニスフォレスト横浜 石井三代子 46 60 60
L0000087 中島 裕子 ミタカテニスクラブ 川上 信子
L0008244 石井 三代子 三和テニススクール 46 64 76(8) 江沢 好美
L0000109 川上 信子 庭球三田会 松本 末子
L0003388 大関 ヨシ子 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 麻生みね子 57 75 61
L0009497 村上 幸代 鎌倉ローンテニス倶楽部 石井 恵子
L0002940 麻生 みね子 あたごテニスクラブ 64 62 江沢 好美
L0002787 石井 恵子 足柄ローンテニスクラブ 松本 末子
L0000634 寺辺 美佐子 奈良国際テニスクラブ 江沢 好美 63 61
L0003601 森田 玲子 アイリバー　’８４テニスクラブ 松本 末子

3～4 L0001234 江沢 好美 クレールＩＴＳ 64 75 江沢 好美
L0000150 松本 末子 すぎなテニスクラブ 松本 末子
L0000770 藤波 佳子 静岡テニスクラブ 渡邊 慶子 61 06 64
L0009572 矢野 武子 Ｋ７ 久保田哲子
L0000849 渡邊 慶子 芦屋国際ローンテニスクラブ 64 62 関谷 淳子
L0000794 久保田 哲子 新日鐵穴生テニスクラブ 岩里 弘子
L0004201 原田 安子 千間台テニスクラブ 関谷 淳子 75 62
L0001560 斉藤 慈子 神崎テニスカレッジ 岩里 弘子

 2 L0000142 関谷 淳子 ミタカテニスクラブ 63 60
L0000149 岩里 弘子 エバーグリーンフォレスト横浜

シード順位
1 L0000148 鈴木　正枝 ベルビューＴ．Ｃ

L0001154 及能　眞利子
2 L0000142 関谷　淳子 ミタカテニスクラブ

L0000149 岩里　弘子 エバーグリーンフォレスト横浜
3～4 L0000140 鷲見　美恵子 東急嶮山スポーツガーデン

L0009131 川上　妙子 関町ローンテニスクラブ
3～4 L0001234 江沢　好美 クレールＩＴＳ

L0000150 松本　末子 すぎなテニスクラブ
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第73回 テイジン全日本ベテランテニス選手権

女子 70 歳以上　　ダブルス
JOPグレード：A 参加数：16

初-敗 B-8 B-4 準優勝 優勝
獲得ポイント 30 275 390 560 800

シード順位 ドローNo. 登録番号 氏名 所属
 1 L0000160 手塚 美智子 明治神宮外苑テニスクラブ 手塚美智子

L0000709 山本 順子 富山市テニス協会 山本 順子
L0000348 松尾 三穂子 川崎テニスクラブ 63 61 手塚美智子
L0008700 日下 宇子 上郷グリーンＴ．Ｃ 山本 順子
L0003596 上垣 年子 新座ローンテニスクラブ 上垣 年子 60　61
L0000120 森山 紀世美 キリンクラブ 森山紀世美
L0000517 谷 喜美子 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 62 26 75 手塚美智子
L0001505 遠藤 朝子 武蔵野ローンテニスクラブ 山本 順子

3～4 L0000173 河村 美弥子 高井戸ダイヤモンド・テニスクラブ 藤田 信子 63 64
L0010051 國廣 三和子 宮崎台Ｔ・Ｃ 湯浅　幸
L0000795 藤田 信子 新日鐵穴生テニスクラブ 61 57 64 辻 由美子
L0000573 湯浅 幸 三重ピンクパンサーテニスクラブ 小林 サヨ
L0001938 松村 仁子 フラワーテニスクラブ 辻 由美子 57 75 61
L0003413 町田 裕子 立川テニスクラブ 小林 サヨ
L0001238 辻 由美子 ミタカテニスクラブ 75 64 高木 陽子
L0000806 小林 サヨ 富士オオトミテニスクラブ 嶺尾 桂子
L0002852 星野 陽子 田園テニスクラブ 山下 博子 64 64
L0008902 山本 由美子 田園テニス倶楽部 八木 幸子
L0000172 山下 博子 相模原グリーンテニスクラブ 75 64 山下 博子
L0000154 八木 幸子 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 八木 幸子
L0008506 塩田 惺子 芦屋国際ローンテニスクラブ 塩田 惺子 76(4) 26 76(5)

L0005038 西田 良子 芦屋国際ローンテニスクラブ 西田 良子
3～4 L0000710 植木 清美 ホワイトウッドテニスクラブ 16 64 63 高木 陽子

L0002664 原野 幸子 チーム・ウェンズ 嶺尾 桂子
L0000114 沼 幸子 明治神宮外苑テニスクラブ 久場 睦子 61 61
L0000166 日高 直子 東京ローンテニスクラブ 吾妻 英子
L0008988 久場 睦子 ＵＴＡ 64 46 63 高木 陽子
L0000171 吾妻 英子 チーム・ダイヤモンド 嶺尾 桂子
L0000700 高木 陽子 モリタテニス企画 高木 陽子 61 61
L0011029 嶺尾 桂子 神戸ローンテニス倶楽部 嶺尾 桂子

 2 L0000682 河内 恵巳子 芦屋国際ローンテニスクラブ 63 46 63
L0000715 中澤 久美子 川西市ローンテニスクラブ

シード順位
1 L0000160 手塚　美智子 明治神宮外苑テニスクラブ

L0000709 山本　順子 富山市テニス協会
2 L0000682 河内　恵巳子 芦屋国際ローンテニスクラブ

L0000715 中澤　久美子 川西市ローンテニスクラブ
3～4 L0000710 植木　清美 ホワイトウッドテニスクラブ

L0002664 原野　幸子 チーム・ウェンズ
3～4 L0000173 河村　美弥子 高井戸ダイヤモンド・テニスクラブ

L0010051 國廣　三和子 宮崎台Ｔ・Ｃ
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第73回 テイジン全日本ベテランテニス選手権

女子 75 歳以上　　ダブルス
JOPグレード：A 参加数：8

初-敗 B-4 準優勝 優勝
獲得ポイント 30 315 450 640

シード順位 ドローNo. 登録番号 氏名 所属
 1 L0007862 笹田 啓子 芦屋国際ローンテニスクラブ 笹田 啓子

L0000695 柴山 和子 長良川　Ｌ．Ｔ．Ｃ 柴山 和子
L0007842 内藤 美代子 総社マスターズ 61 61 森本 美江
L0008526 川島 知水 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 広田 民子
L0004103 小島 千代子 あさきテニスクラブ 森本 美江 46 62 12-10
L0008510 斉藤 武子 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 広田 民子
L0010919 森本 美江 くにじまスポーツ 75 63 田村りつ子
L0005386 広田 民子 万博テニスガーデン 松岡 允江
L0000153 本部 絹子 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 池田 睦子 62 64
L0008837 村上 道子 茨城レディス 福井 恭子
L0003380 池田 睦子 瑞光テニスクラブ 63 64 田村りつ子
L0007876 福井 恭子 池田ローンテニスクラブ 松岡 允江
L0003121 長島 千鶴子 名古屋ローンテニスクラブ 田村りつ子 W.O
L0000338 岡田 壽美子 明治神宮外苑テニスクラブ 松岡 允江

 2 L0000341 田村 りつ子 東急嶮山スポーツガーデン 61 64
L0000331 松岡 允江 川崎テニスクラブ

シード順位
1 L0007862 笹田　啓子 芦屋国際ローンテニスクラブ

L0000695 柴山　和子 長良川　Ｌ．Ｔ．Ｃ
2 L0000341 田村　りつ子 東急嶮山スポーツガーデン

L0000331 松岡　允江 川崎テニスクラブ
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