
E1：ダンロップ京都オープンベテランテニストーナメント2016

女子ダブルス 55歳以上
Seed 登録No Name 1R 2R QF SF F

1 L0000761 花房 るり子 ガーデングリーンテニスクラブ

L0004489 若竹 智佳恵 テニスプラザ尼崎 花房 るり子 / 若竹 智佳恵

2 bye    

bye 花房 るり子 / 若竹 智佳恵

3 L0011166 石橋 規子 永岡庭球道場 81

L0009455 小川 潮美 サンランドロイヤルテニスクラブ 石橋 規子/小川 潮美

4 L0003480 三堀 美幸 足柄ローンテニスクラブ 85

L0000549 吉田 啓子 高田ロイヤルテニスクラブ 花房 るり子 / 若竹 智佳恵

5 L0001443 細川 奈美 京都東山テニスクラブ 82

L0012357 増田 美雪 三和TS 細川 奈美 / 増田 美雪

6 bye    

bye 伊藤 志津 / 北村 美佐緒

7 bye 98(3)

bye 伊藤 志津 / 北村 美佐緒

8 L0003653 伊藤 志津 モリタテニス企画    

L0010206 北村 美佐緒 枚方フレンズ 花房 るり子 / 若竹 智佳恵

9 L0003420 北山 乃梨子 京都市テニス協会 98(3)

L0004179 西本 春美 阪急仁川テニスクラブ 北山 乃梨子 / 西本 春美

10 bye    

bye 北山 乃梨子 / 西本 春美

11 L0008636 小林 明子 ユニバー神戸テニスクラブ 86

L0018602 滑川 富子 ユニバー神戸テニスクラブ 神内 恵子/佐脇 瑞恵

12 L0012625 神内 恵子 生駒レディース 83

L0018828 佐脇 瑞恵 チームゴッチ 北山 乃梨子 / 西本 春美

13 L0012465 大八木 多江子 ITC京都西 81

L0011101 間嶋 幸栄 TGK 黒田 知津枝/星 弘子

14 L0001548 黒田 知津枝 ヤスマグリーンテニスクラブ 80

星 弘子 ITC京都西クラブ 山本 かおる / 沼山 悦子

15 bye 86

bye 山本 かおる / 沼山 悦子

16 L0005441 山本 かおる K7    WINNER
L0006017 沼山 悦子 トリプルＦ 花房 るり子 / 若竹 智佳恵

17 L0008172 山口 良子 交野市テニス協会 85
L0011172 田中 典子 サンランドロイヤルテニスクラブ 山口 良子 / 田中 典子

18 bye    

bye 山口 良子 / 田中 典子

19 bye 82

bye 山田 真理子 / 畑 則子

20 L0011836 山田 真理子 レインボー彩都    

畑 則子 まっぽん 山口 良子 / 田中 典子

21 酒井 美佳子 ユニバー神戸テニスクラブ 82

L0018542 田中 正美 TASU-club 三村 智子/金子 香

22 L0010697 三村 智子 ガーデングリーンテニスクラブ 86

L0006053 金子 香 フォーティ 田中 恵美子 / 友口 明美

23 bye 83

bye 田中 恵美子 / 友口 明美

24 L0004569 田中 恵美子 vassie    

L0000660 友口 明美 チームウェンズ 亀井 京子 / 山口 俊子

25 L0008059 山川 知枝 芦屋国際ローンテニスクラブ 82

L0002136 上村 千恵子 和歌山インドアテニスクラブ 山川 知枝 / 上村 千恵子

26 bye    

bye 山木 葉子 / 水上 和代

27 bye 98(7)

bye 山木 葉子 / 水上 和代

28 L0010815 山木 葉子 大林TS    

L0010369 水上 和代 TeamWish 亀井 京子 / 山口 俊子

29 L0010830 南 弘子 A・CUBEテニスクラブ 82

L0010228 尾崎 順子 泉大津ロイヤルテニスクラブ 井上 容子・石川 真理子

30 L0007173 井上 容子 パブリックテニス宝ヶ池 WO

L0007573 石川 真理子 パブリックテニス宝ヶ池 亀井 京子 / 山口 俊子

31 bye 80

bye 亀井 京子 / 山口 俊子

32 L0004667 亀井 京子 TS奈良       

L0008637 山口 俊子 TS奈良


