
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 65歳以上
Seed 登録No Name 1R 2R QF SF F

1 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 石川 純子 / 杉井 富美枝

2 bye    

bye 石川 純子 / 杉井 富美枝

3 L0005164 新沼 美智代 神崎テニスカレッジ 82

L0007508 中村 和子 サントピアテニスクラブ 桑原能理子/清水幸子

4 L0012463 桑原 能理子 西尾Ｌ・Ｔ・Ｃ 85

L0005971 清水 幸子 マインドｻﾝ 石川 純子 / 杉井 富美枝

5 L0011254 三路 美恵子 フレンド 82

L0008747 永広 博子 芦屋国際ローンテニスクラブ 三路 美恵子 / 永広 博子

6 bye    

bye 原 百代 / 柏本 照子

7 bye 85

bye 原 百代 / 柏本 照子

8 L0000013 原 百代 テニスクラブＡＲＴ    

L0006222 柏本 照子 ＢＩＷＡ　ＴＣ 石川 純子 / 杉井 富美枝

9 L0000611 松井 文子 名古屋ローンテニスクラブ 82

L0005069 岩崎 明子 瀬谷グリーンテニスクラブ 松井 文子 / 岩崎 明子

10 bye    

bye 松井 文子 / 岩崎 明子

11 bye 83

bye 粟津 三代子 / 藤岡 佐知子

12 L0012272 粟津 三代子 東水クラブ    

L0006499 藤岡 佐知子 石山T.C 松井 文子 / 岩崎 明子

13 L0010930 秦 裕子 ﾛｲﾔﾙII 82

L0010929 岡戸 京子 MAT 秦 裕子 / 岡戸 京子

14 bye    

bye 稲田 ひろ子 / 西原 直美

15 bye 82

bye 稲田 ひろ子 / 西原 直美

16 L0011962 稲田 ひろ子 ITC京都西    WINNER
L0007966 西原 直美 ＩＴＣ京都西 石川 純子 / 杉井 富美枝

17 L0000604 水野 美子 名古屋ローンテニスクラブ 86
L0005909 岩田 道代 三和テニススクール 水野 美子 / 岩田 道代

18 bye    

bye 水野 美子 / 岩田 道代

19 bye 85

bye 井上 まゆみ / 三尾 郊美

20 L0000632 井上 まゆみ 大津テニスクラブ    

L0018683 三尾 郊美 トータスTC 田口 裕子 / 波多野 洋子

21 L0000111 栗山 明子 センティア 84

L0009477 西河 春江 大津テニスクラブ 栗山 明子 / 西河 春江

22 bye    

bye 田口 裕子 / 波多野 洋子

23 bye 80

bye 田口 裕子 / 波多野 洋子

24 L0000901 田口 裕子 ユニバー神戸    

L0002769 波多野 洋子 あさかファミール 井上 タミコ / 渡辺 秀子

25 L0000907 渡辺 禎子 神足テニスクラブ 83

L0010702 榊原 三枝子 茨木サニータウンテニスクラブ 渡辺 禎子 / 榊原 三枝子

26 bye    

bye 櫻井 淑栄 / 岩田 三恵子

27 bye 85

bye 櫻井 淑栄 / 岩田 三恵子

28 L0018550 櫻井 淑栄 アクティオ    

L0018551 岩田 三恵子 LICテニスクラブ 井上 タミコ / 渡辺 秀子

29 L0009009 池村 光枝 神戸ローンテニスクラブ 85

L0012365 阿守 佳子 芦屋国際ローンテニスクラブ 池村 光枝 / 阿守 佳子

30 bye    

bye 井上 タミコ / 渡辺 秀子

31 bye 82

bye 井上 タミコ / 渡辺 秀子

32 L0003750 井上 タミコ 万博T.G       

L0000675 渡辺 秀子 万博TG


