
グランドベテランダブルス大会
2019/07/07  青木町公園

50歳以上男子

シード 選手名 所属 1R 2R SF Final

松浦　規久哉 (アバンタージュテニスクラブ)

清水英也 (ウルトラM)

橋本裕二 (ウインズ)

甲田伸也 (ウインズ)

福澤進 (LT5)

田口芳正 (LT5)

東純一 (西公民館硬式テニスクラブ)

馬込諭 (西川口テニスクラブ)

熊倉英紀 (ライズ)

半藤裕一 (ライズ)

伊藤功 (エムズ（M's))

折茂富雄 (エムズ（M's))

山口利美 (アバンタージュテニスクラブ)

渡辺洋一 (川口市役所テニス部)

伊藤範明 (TEAM HIRO×HIRO)

中村修 (TEAM HIRO×HIRO)

宮原通晴 (LT5)

上治直樹 (LT5)

田中利政 (西公民館硬式テニスクラブ)

佐野元昭 (西公民館硬式テニスクラブ)

大須賀健 (ライズ)

清水晴二 (T One)

桑田正太郎 (ウインズ)

小島幸日出 (ウインズ)

BYE

16

13

14

15

11 BYE

12

8

9

10

6 BYE

7

3

4

5

[1]1

2 BYE



グランドベテランダブルス大会
2019/07/07  青木町公園

50歳以上女子

選手名 所属 1R 2R 3R QF SF Final

長谷川美奈子 (FRIDAY'S)

牧野美幸 (FRIDAY'S)

高木恵美子 (ウエストヒルズ)

梶雅子 (ウエストヒルズ)

佐野房子 (チームyukino)

保坂広子 (チームyukino)

滝口由紀子 (フォーシズンT3)

浅古美智世 (southfields.)

浅倉光枝 (西公民館硬式テニスクラブ)

練木惠里子 (西公民館硬式テニスクラブ)

小杉恵美子 (中青木テニスクラブ)

雪山瑠里子 (中青木テニスクラブ)

上原久美子 (TEAM HIRO×HIRO)

野村紀子 (TEAM HIRO×HIRO)

内田智子 (ジョイフル)

吉井和子 (ジョイフル)

渡辺明子 (ノースグリーンテニスクラブ)

山本歩 (ライズ)

新田美佐子 (ライズ)

大須賀雅子 (ライズ)

宇田典子 (フォーシズンT3)

佐々木久江 (フォーシズンT3)

石渡順子 (ｆ2)

湯原美 (ｆ2)

小関晶子 (インパクト)

小野田信栄 (ノースグリーンテニスクラブ)

桑野明美 (中青木テニスクラブ)

川崎ちひろ (チャレンジャーズ)

大橋悦子 (ライズ)

大野梨花 (ライズ)

谷口典子 (スマイル)

及川與子 (スマイル)

柴田真理 (ダンロップ川口インドアテニス)

鈴木千代子 (西公民館硬式テニスクラブ)

田中泉 (FRIDAY'S)

水道英子 (FRIDAY'S)

谷口由美子 (メリーテニスクラブ)

松﨑容麗子 (ノースグリーンテニスクラブ)

A

B

BYE

32

29

30

31

27 BYE

28

25

26 BYE

23 BYE

24

21

22 BYE

BYE

19

20

16

17

18

BYE

15 BYE

12

13

14

BYE

11 BYE

8

9

10

1

2 BYE

6 BYE

7 BYE

3

4

5
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50歳以上女子

選手名 所属 1R 2R 3R QF SF

寺門恵子 (FRIDAY'S)

木下良子 (FRIDAY'S)

岡森麻里 (ジョイフル)

矢部淳子 (青木テニスクラブ)

二宮紀子 (スマイル)

亀井雅子 (スマイル)

原田美奈子 (JTP)

扇田真由美 (JTP)

谷山美衣 (アプリコット)

毛塚博子 (アプリコット)

谷口てる恵 (ジョイフル)

大塚玲子 (ウインズ)

木谷久仁子 (ストイックス)

安東幸子 (NSK)

蒲生幸子 (ライズ)

荒谷靖子 (ジョイフル)

大野美香 (フォーシズンT3)

関口美子 (TeamZERO)

奈良百合子 (チームyukino)

三原律子 (OMYTC)

横川弥生 (千雀庭球一門会)

鈴木康子 (千雀庭球一門会)

滝田佳奈江 (Aster)

小松道子 (Aster)

小磯恵子 (中青木テニスクラブ)

城宝千寿子 (ダンロップ川口インドアテニス)

宮田令子 (チャレンジャーズ)

山谷明美 (チャレンジャーズ)

田井美枝 (ウエストヒルズ)

柳下享子 (ウエストヒルズ)

小笠原孝子 (VICTORY)

越智あゆみ (芝SCテニスクラブ)

原田理恵 (フォーシズンT3)

鹿沼公子 (フォーシズンT3)

赤坂幸子 (FRIDAY'S)

江原和代 (ジョイフル)

服部博美 (ノースグリーンテニスクラブ)

石井久美 (ノースグリーンテニスクラブ)

BYE

64

61

62

63

59 BYE

60

57

58 BYE

55 BYE

56

53

54 BYE

51 BYE

52

49

50 BYE

47 BYE

48

44

45

46

BYE

43 BYE

40

41

42

BYE

39 BYE

36

37

38

34 BYE

35

33
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60歳以上女子

選手名 所属 1R SF Final

中嶋悦子 (千雀庭球一門会)

高波美智子 (千雀庭球一門会)

小野満里子 (T One)

鈴木和恵 (T One)

愛甲成子 (ウエストヒルズ)

粂京 (ウエストヒルズ)

梶原いつ (ノースグリーンテニスクラブ)

高橋京子 (ノースグリーンテニスクラブ)

平木美記子 (ウエストヒルズ)

福田幸子 (ウエストヒルズ)

1

2

8

BYE

6

7 BYE

BYE

3

4

5


