
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2019

女子ダブルス 50歳以上
登録No Seed Name 1R SF F

1 L0018466 1 犬嶋 智美 PROGRESS

L0010584 伊藤 里恵 トリプルF 赤松 京子/森花 治美

2 L0010209 赤松 京子 矢田山テニスクラブ

82

L0010207 森花 治美 矢田山テニスクラブ 赤松 京子/森花 治美

3 L0012468 鈴木 紀子 ITC京都西

83

L0011301 藤村 純子 ＩＴＣ京都西 鈴木 紀子/藤村 純子

4 L0007015 市川 哲美 高松ローンテニスクラブ

97

WINNER

L0019414 中田 智子 千代野TC 蔵野 由美/椎津 育子

5 大成 由香 ファミリーTC

86

山﨑 美紀 ファミリーテニスクラブ 大成 由香/山﨑 美紀

6 L0018588 岡島 春美 大原グリーンTC

wo

L0019190 浦田 浩子 ホワイティＴ.C 蔵野 由美/椎津 育子

7 L0006389 河辺 美枝 巧庭球塾

82

L0010659 浜島 美由紀 ＰＩＮＴＯ．ＴＣ 蔵野 由美/椎津 育子

8 L0011238 2 蔵野 由美 サンランドロイヤルテニスクラブ

84

L0012426 椎津 育子 神戸ユニバーテニスクラブ

   



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2019

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

1 L0004489 1 若竹 智佳恵 テニスプラザ尼崎

L0004215 早野 知実 カクテル企画 若竹 智佳恵 / 早野 知実

2 bye
   

bye 若竹 智佳恵 / 早野 知実

3 L0012453 岩本 ゆかり スターサップ

83

L0019878 橋本 順子 テニスハウス 川口 知子/神内 恵子

4 L0019331 川口 知子 Vassie

86

L0012625 神内 恵子 生駒レディース 若竹 智佳恵 / 早野 知実

5 L0011930 3～4 四軒町 仁美 万博テニスガーデン

80

L0010181 野々村 晴美 Not Second 四軒町 仁美 / 野々村 晴美

6 bye
   

bye 四軒町 仁美 / 野々村 晴美

7 三浦 智子 OJM

82

三浦 洋子 TASU 原田 佳江/村木 真弓

8 L0012173 原田 佳江 TEAM　MARS
81

WINNER

L0011631 村木 真弓 カクテル企画 若竹 智佳恵 / 早野 知実

9 L0011263 高田 貴代美 ジョイフル
85

L0019708 三木 範子 TEAM MARS 高田 貴代美/三木 範子

10 L0008170 杉山 依里子 チーム真魚

80

L0003063 西村 りえ Tension 高田 恵子 / 明比 敬子

11 bye
85

bye 高田 恵子 / 明比 敬子

12 L0007052 3～4 高田 恵子 レインボーTS彩都

   

L0004454 明比 敬子 ガーデングリーンテニスクラブ 角 元子 / 橋場 治子

13 L0019148 山田 由里子 ホワイティＴ.C

84

L0008379 安田 留里子 ITC京都西テニスクラブ 露木 眞由美/大山 莉捺 

14 L0018852 露木 眞由美 京都市テニス協会

86

L0018853 大山 莉捺 ITC京都西 角 元子 / 橋場 治子

15 bye
83

bye 角 元子 / 橋場 治子

16 L0012414 2 角 元子 芦屋国際ローンテニスクラブ

   

L0008495 橋場 治子 明治神宮外苑テニスクラブ

   



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2019

女子ダブルス 60歳以上
登録No Seed Name 1R 2R QF SF F

1 L0000761 1 花房 るり子 ガーデングリーンテニスクラブ

L0003830 炭谷 綾子 上尾セントラルテニスクラブ 花房 るり子 / 炭谷 綾子

2 bye    
bye 花房 るり子 / 炭谷 綾子

3 L0007561 中道 保枝 チームウエンズ 81
L0008180 池上 政枝 芦屋国際ローンテニスクラブ 中道 保枝/池上 政枝

4 L0001443 細川 奈美 京都東山テニスクラブ 84
浜口 見衣子 パブリック宝が池 花房 るり子 / 炭谷 綾子

5 浅野 きぬ代 京都フレンドTC 80
畑村 孝子 SOS 浅野 きぬ代 / 畑村 孝子

6 bye    
bye 小寺 文子 / 清水 久子

7 bye 80
bye 小寺 文子 / 清水 久子

8 L0001553 5～8 小寺 文子 芦屋国際ローンテニスクラブ    
L0000742 清水 久子 PanaChildren 花房 るり子 / 炭谷 綾子

9 L0005127 3～4 段 幸代 徳秀苑庭球倶楽部 81
L0010830 南 弘子 A・CUBEテニスクラブ 段 幸代 / 南 弘子

10 bye    
bye 段 幸代 / 南 弘子

11 L0009789 中原 倫子 黄檗台テニスクラブ 86
L0000738 髙﨑 京子 カクテル企画 井上 典子/若松 美雪

12 L0008182 井上 典子 サンランドロイヤルＴＣ 83
L0006824 若松 美雪 大井町ファミリーテニスクラブ 段 幸代 / 南 弘子

13 L0001548 黒田 知津枝 ヒットインドアテニススクール 84
L0019052 星 弘子 ITC京都西クラブ 黒田 知津枝/星 弘子

14 L0018948 宮村 暢子 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ 84
L0018945 坪田 純子 芦屋国際ローンテニスクラブ 風呂本 理矢 / 藤井 理恵子

15 bye 80
bye 風呂本 理矢 / 藤井 理恵子

16 L0011065 5～8 風呂本 理矢 Tension
   

WINNER
L0018895 藤井 理恵子 ケセラ 花房 るり子 / 炭谷 綾子

17 L0010206 5～8 北村 美佐緒 枚方フレンズ
81

L0011172 田中 典子 サンランドロイヤルテニスクラブ 北村 美佐緒 / 田中 典子

18 bye    
bye 北村 美佐緒 / 田中 典子

19 bye 82
bye 北丸 曜子 / 谷口 英理子

20 北丸 曜子 テニスハウス    
谷口 英理子 京都ローンテニスクラブ 北村 美佐緒 / 田中 典子

21 L0011080 河野 智恵美 O.J.M 84
L0010822 明神 賀子 甲子園テニスクラブ 今西 量子/竹口 祥子

22 L0011350 今西 量子 四の宮TC 83
竹口 祥子 ITC京都西 山川 知枝 / 北陸 淑子

23 bye 82
bye 山川 知枝 / 北陸 淑子

24 L0008059 3～4 山川 知枝 芦屋国際ローンテニスクラブ    
L0001536 北陸 淑子 ちーむ　とっぷがん 北村 美佐緒 / 田中 典子

25 L0012595 5～8 猪俣 啓子 サンランドロイヤルテニスクラブ 81
L0004408 中川 まみ Tennis bonbon 猪俣 啓子 / 中川 まみ

26 bye    
bye 猪俣 啓子 / 中川 まみ

27 bye 83
bye 冨岡 洋子 / 石本 純子

28 L0012438 冨岡 洋子 サン城陽テニスクラブ    
L0019356 石本 純子 サン城陽 猪俣 啓子 / 中川 まみ

29 L0003653 伊藤 志津 モリタテニス企画 84
L0008636 小林 明子 ユニバー神戸TC 伊藤 志津 /  小林明子

30 L0010926 西尾 弘子 川西市ローンテニスクラブ 80
L0006606 大屋敷 星子 TR-3 石川 真理子 / 井上 容子

31 bye 84
bye 石川 真理子 / 井上 容子

32 L0007573 2 石川 真理子 パブリックテニス宝ヶ池       

L0007173 井上 容子 パブリックテニス宝ヶ池



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2019

女子ダブルス 65歳以上
登録No Seed Name 1R SF F

1 L0000065 1 工藤 桂子 水戸グリーンテニスクラブ

L0007133 谷中 敬子 甲子園Ｔ．Ｃ 工藤 桂子/谷中 敬子

2 L0004156 加藤 啓子 名古屋ローンテニス倶楽部

80

L0009009 池村 光枝 神戸ローンテニスクラブ 工藤 桂子/谷中 敬子

3 L0018965 香川 玲子 川西市ローンテニスクラブ

80

L0019326 岡 則子 川西ローンテニスクラブ 香川 玲子/岡 則子

4 L0006222 柏本 照子 ＢＩＷＡ　ＴＣ

86

WINNER

L0007148 中島 孝子 ＯＪＭ 土屋 章子/中村 規子

5 L0000726 土屋 章子 ヴァルブランシュテニスクラブ

81

L0002652 中村 規子 宝塚ローンテニスクラブ 土屋 章子/中村 規子

6 L0000767 北澤 優子 奈良国際テニスクラブ

85

L0000673 樋口 節子 O.J.M 土屋 章子/中村 規子

7 L0000885 中村 直子 松田テニス塾

98(4)

L0009123 森田 優子 サンランドロイヤルテニスクラブ 中井 佳代子/日谷 裕子

8 L0003938 2 中井 佳代子 和歌山グリーンテニスクラブ

98(5)

L0002666 日谷 裕子 多田ハイグリーンT.C

   



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2019

女子ダブルス 70歳以上
登録No Seed Name 1R QF SF F

1 L0003750 1 井上 タミコ 万博テニスガーデン

L0000675 渡辺 秀子 万博テニスガーデン 井上 タミコ / 渡辺 秀子

2 bye
   

bye 井上 タミコ / 渡辺 秀子

3 L0012365 阿守 佳子 芦屋国際ローンテニスクラブ

83

薗田 光子 芦屋国際ローンテニスクラブ 阿守 佳子/薗田 光子

4 L0000604 水野 美子 名古屋ローンテニスクラブ

86

L0008386 細江 幸子 ルネサンス鷹之台テニスクラブ 井上 タミコ / 渡辺 秀子

5 L0007966 3～4 西原 直美 ＩＴＣ京都西

82

L0000720 増田 啓子 TAクレセント城陽 西原 直美/増田 啓子

6 L0007090 織田 美代子 名古屋ローンテニス倶楽部

84

L0011962 稲田 ひろ子 ITC京都西 三宅 美智子/川村 信子

7 L0018949 三宅 美智子 京都フレンドTC

84

L0026147 川村 信子 東名T.C 三宅 美智子/川村 信子

8 L0005460 真鍋 泰子 チーム真魚

85

WINNER

L0010002 牛道 タキ子 三和テニスクラブ 井上 タミコ / 渡辺 秀子

9 L0008244 石井 三代子 西濃クラブ
86

L0018551 岩田 三恵子 LICテニスクラブ 石井 三代子/岩田 三恵子

10 L0012035 垪和 友望 芦屋国際ローンテニスクラブ

82

L0000807 山下 英子 新日鉄住金八幡 松井 文子 / 中村 和子

11 bye
97

bye 松井 文子 / 中村 和子

12 L0000611 3～4 松井 文子 名古屋ローンテニスクラブ

   

L0007508 中村 和子 サントピアテニスクラブ 松井 文子 / 中村 和子

13 L0018495 淺井 菊江 コパンTS

84

L0000723 小川 けい子 GG＆BB 秦 裕子/樋山 幸恵

14 L0010930 秦 裕子 ﾛｲﾔﾙII

98(2)

L0004652 樋山 幸恵 万博テニスガーデン 原田 安子 / 皆川 直子

15 bye
85

bye 原田 安子 / 皆川 直子

16 L0004201 2 原田 安子 千間台テニスクラブ

   

L0010470 皆川 直子 ルネサンス鷹之台ＴＣ

   



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2019

女子ダブルス 75歳以上
登録No Seed Name 1R F

1 L0000707 1 伊藤 寿美子 芦屋国際ローンテニスクラブ

L0011378 梅谷 秀子 芦屋国際ローンテニスクラブ 中野 照子/森 ふみ子

2 L0005992 中野 照子 名古屋ローンテニスクラブ

97

WINNER

L0007516 森 ふみ子 宝塚TC 須藤 敬子/寺辺 美佐子

3 L0010167 須藤 敬子 浜大津テニスクラブ

86

L0000634 寺辺 美佐子 奈良国際TC 須藤 敬子/寺辺 美佐子

4 L0000710 植木 清美 ホワイトウッドTC

84

L0002664 原野 幸子 チーム・ウエンズ

   


