
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

女子シングルス 55歳以上
Seed 登録No Name 1R 2R 3R QF SF F

1 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

2 bye    花房 るり子

3 L0012438 冨岡 洋子 サン城陽テニスクラブ 冨岡 洋子 81

4 L0010077 池原 比登美 パブリックテニス宝ヶ池 83 花房 るり子

5 L0018457 河内 順子 R3！ 河内 順子 81

6 bye    三村 智子

7 bye 三村 智子 80

8 L0010697 三村 智子 ガーデングリーンテニスクラブ    花房 るり子

9 L0006053 金子 香 フォーティ 金子 香 83

10 bye    三堀 美幸

11 bye 三堀 美幸 81

12 L0003480 三堀 美幸 足柄ローンテニスクラブ    三堀 美幸

13 L0012400 兼頼 知子 美原の森 兼頼 知子 83

14 bye    酒匂 千嘉子

15 bye 酒匂 千嘉子 81

16 L0000677 酒匂 千嘉子 豊中テニスクラブ    花房 るり子

17 L0008861 藤井 澄佳 Ｆテニス 藤井 澄佳 85

18 bye    藤井 澄佳

19 L0011166 石橋 規子 永岡庭球道場 石橋 規子 82

20 L0004646 市村 祐子 阪急仁川テニスクラブ 82 藤井 澄佳

21 L0010495 三辻 信子 茗渓テニスクラブ 三辻 信子 85

22 bye    三辻 信子

23 bye 小川 潮美 81

24 L0009455 小川 潮美 サンランドロイヤルテニスクラブ    藤井 澄佳

25 L0012173 原田 佳江 TEAM　MARS 原田 佳江 84

26 bye    原田 佳江

27 bye 森井 偉久子 83

28 L0008952 森井 偉久子 三庭会    原田 佳江

29 L0004569 田中 恵美子 vassie 田中 恵美子 86

30 bye    若松 美雪

31 bye 若松 美雪 84 WINNER
32 L0006824 若松 美雪 大井町ファミリーテニスクラブ    北山 乃梨子

33 L0004511 加藤 明美 グランドスラム 加藤 明美 86
34 bye    加藤 明美

35 bye 角井 千鶴子 81

36 L0010518 角井 千鶴子 チーム・ウェンズ    加藤 明美

37 L0012573 野崎 千代美 トップランテニスカレッジ 野崎 千代美 81

38 bye    伊藤 志津

39 bye 伊藤 志津 82

40 L0003653 伊藤 志津 モリタテニス企画    北山 乃梨子

41 L0010228 尾崎 順子 泉大津ロイヤルテニスクラブ 尾崎 順子 83

42 bye    吉田 啓子

43 bye 吉田 啓子 WO

44 L0000549 吉田 啓子 高田ロイヤルテニスクラブ    北山 乃梨子

45 L0012072 尾家 千明 チームゴッチ 中村 千代 81

46 L0010925 中村 千代 ル・クールTA神戸 85 北山 乃梨子

47 bye 北山 乃梨子 82

48 L0003420 北山 乃梨子 京都市テニス協会    北山 乃梨子

49 L0010661 西村 美早子 星和高原テニスクラブ 西村 美早子 86

50 bye    西村 美早子

51 bye 竹内 篤子 83

52 L0012587 竹内 篤子 A to Z    西村 美早子

53 L0008476 矢野 真弓 ユニバー神戸テニス倶楽部 矢野 真弓 81

54 bye    竹村 純恵

55 bye 竹村 純恵 86

56 L0005047 竹村 純恵 茨木サニータウンテニスクラブ    若竹 智佳恵

57 L0010830 南 弘子 A・CUBEテニスクラブ 南 弘子 82

58 bye    本多 恵子

59 bye 本多 恵子 86

60 L0009562 本多 恵子 阪急仁川テニスクラブ    若竹 智佳恵

61 L0012666 吉岡 京子 彦根グリーンＴＣ 渋谷 英津子 81

62 L0009215 渋谷 英津子 アイテニスクラブ 86 若竹 智佳恵

63 bye 若竹 智佳恵 83

64 L0004489 若竹 智佳恵 テニスプラザ尼崎    


