
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 60歳以上
Seed 登録No Name 1R 2R QF SF F

1 L0003938 中井 佳代子 和歌山グリーンテニスクラブ

L0008180 池上 政枝 芦屋国際ローンテニスクラブ 中井 佳代子 / 池上 政枝

2 bye    

bye 樋口園子/樋口節子

3 L0005422 樋口 園子 奈良国際テニスクラブ 82

L0000673 樋口 節子 O.J.M 樋口園子/樋口節子

4 L0000922 平田 貴子 TEAM MARS WO

L0002482 小田 八寿子 ラビット 中道 保枝 / 岩井 典子

5 L0003164 冨田 紀子 ＡＤＣ 86

L0007549 中島 亮子 福井テニスクラブ 冨田 紀子 / 中島 亮子

6 bye    

bye 中道 保枝 / 岩井 典子

7 bye WO

bye 中道 保枝 / 岩井 典子

8 L0007561 中道 保枝 チームウエンズ    

L0005240 岩井 典子 芦屋シーサイドテニス 日谷 裕子 / 河野 保子

9 L0002666 日谷 裕子 多田ハイグリーンT.C 82

L0002849 河野 保子 神崎テニスカレッジ 日谷 裕子 / 河野 保子

10 bye    

bye 日谷 裕子 / 河野 保子

11 bye 83

bye 今西 量子 / 金子 恵美子

12 L0011350 今西 量子 四の宮TC    

L0018625 金子 恵美子 A.D.C. 日谷 裕子 / 河野 保子

13 L0004432 飯田 照代 Ｙ’ｏｕｒｓ　Ｋｏｂｅ　０５ WO

織田 尚美 Y'ours Kobe 05 飯田 照代 / 織田 尚美

14 bye    

bye 飯田 照代 / 織田 尚美

15 bye 86

bye 寺本 協子 / 森田 優子

16 L0004723 寺本 協子 名古屋LTC    WINNER
L0009123 森田 優子 サンランドロイヤルテニスクラブ 中島 孝子 / 段 幸代

17 L0005807 川瀬 啓子 チームウエンズ 86
L0007133 谷中 敬子 甲子園Ｔ．Ｃ 川瀬 啓子 / 谷中 敬子

18 bye    

bye 川瀬 啓子 / 谷中 敬子

19 bye 82

bye 日野原 暁美 / 住野 幸美

20 L0012244 日野原 暁美 SITC    

L0008183 住野 幸美 池田テニスクラブ 田村 見輪子 / 谷口 正子

21 L0010185 岸本 伸代 万博テニスガーデン 83

L0018554 清水 真弓 徳秀苑庭球倶楽部 岸本 伸代 / 清水 真弓

22 bye    

bye 田村 見輪子 / 谷口 正子

23 bye 82

bye 田村 見輪子 / 谷口 正子

24 L0000905 田村 見輪子 アズTC    

L0002644 谷口 正子 T.R-3 中島 孝子 / 段 幸代

25 L0007148 中島 孝子 ＯＪＭ 80

L0005127 段 幸代 徳秀苑庭球倶楽部 中島 孝子 / 段 幸代

26 bye    

bye 中島 孝子 / 段 幸代

27 bye 97

bye 清水 美佐子 / 山本 千恵子

28 清水 美佐子 ITC京都西    

山本 千恵子 ITC京都西 中島 孝子 / 段 幸代

29 L0002758 廣瀬 純子 明治神宮外苑テニスクラブ 85

L0012727 山本 博子 神戸製鋼所 廣瀬 純子 / 山本 博子

30 bye    

bye 中村 直子 / 高崎 京子

31 bye 80

bye 中村 直子 / 高崎 京子

32 L0000885 中村 直子 サンランドロイヤルテニスクラブ       

L0000738 高崎 京子 カクテル企画


