
第39回協会杯ダブルス大会
2019/05/05  青木町公園

女子Aクラス

No. シード 選手名 所属 １R ２R QF SF Final

諸我知絵 (NSK)

諸我歩実 (NSK)

諸我・諸我

池田恵理 (ファーシールズ) 61

植松恵美 (ファーシールズ) 池田・植松

夏井美恵 (VICTORY) 64

斎藤千歳 (VICTORY) 諸我・諸我

山口晶子 (ウルトラM) 63

清水晴美 (ウルトラM) 山崎・粟屋

山崎理絵 (ライズ) 63

粟屋淳子 (VICTORY) 新井・白井

塩野谷綾 (チームSalt) 63

小島有貴 (チームSalt) 新井・白井

新井あゆみ (VOSS) 75

白井奈津子 (VOSS) 諸我・諸我

高岸真紀子 (VICTORY) 63

駒津芳枝 (ライズ) 高岸・駒津

伴恵梨香 (チームSalt) 62

関谷彩希 (チームSalt) 藁科・小林

古賀千恵 (ウルトラM) 64

家田彩子 (VOSS) 藁科・小林

藁科由紀子 (FRIDAY'S) 60

小林花甫里 (ジョイフル) 藁科・小林

清水香 (フォーシズンT3) 62

大野美香 (フォーシズンT3) 大橋・大野

大橋悦子 (ライズ) 61

大野梨香 (ライズ) 飯田・野村

谷利麻理子 (R.S.K) 64

小池絵理 (R.S.K) 飯田・野村

飯田洋子 (Ｙ・Yテニスクラブ) W.O

野村由華 (Ｙ・Yテニスクラブ) 諸我・諸我

江面由紀 (インパクト) 62

六本木裕美 (VOSS) 江面・六本木

山田直子 (フォーシズンT3) 61

宮田美紀 (フォーシズンT3) 江面・六本木

栗原美奈子 (VICTORY) 75

大澤和枝 (TEAM ONE DO) 栗原・大澤

田中久子 (中青木テニスクラブ) 61

今村幸恵 (ファーシールズ) 石橋・佐藤

江口舞 (FRIDAY'S) 63

江口優 (FRIDAY'S) 川崎・田村

川崎民江 (ライズ) 62

田村知子 (VICTORY) 石橋・佐藤

中村貴子 (R.S.K) 63

市川正子 (R.S.K) 石橋・佐藤

石橋知佐子 (ウルトラM) 61

佐藤光子 (ウルトラM) 石橋・佐藤

西澤桃子 (チャレンジャーズ) 62

田嶋加奈子 (ストイックス) 西澤・田嶋

松平理沙 (チームSalt) 64

三浦彰子 (チームSalt) 西澤・田嶋

浅野瑞江 (ウインズ) 75

林まどか (ウインズ) 浅野・林

金井陽子 (NSK) 61

越智智子 (フォーシズンT3) 西澤・田嶋

小野佳子 (アバンタージュテニスクラブ) 75

隅岡洋子 (アバンタージュテニスクラブ) 小野・隅岡

内藤美重子 (ライズ) 62

飯塚悦子 (southfields.) 高橋・日下部

75

髙橋真千子 (R.S.K)

日下部由美子 (R.S.K)
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第39回協会杯ダブルス大会
2019/05/05  青木町公園

女子Bクラス

No. シード 選手名 所属 １R ２R QF SF Final

江原和代 (ジョイフル)

広沢ゆかり (ジョイフル)

鑓水・生川

久保田裕美子 (フォーシズンT3) 62

林田明子 (フォーシズンT3) 鑓水・生川

鑓水紀子 (西川口テニスクラブ) 62

生川清子 (西川口テニスクラブ) 神・崔

越後屋晶子 (TEAM ONE DO) 61

栗田美保 (TEAM ONE DO) 神・崔

神葉子 (ウインズ) 61

崔恵美子 (ウインズ) 神・崔

横川弥生 (千雀庭球一門会) 64

鈴木康子 (千雀庭球一門会) 横川・鈴木

谷口由美子 (メリーテニスクラブ) 62

松﨑容麗子 (ノースグリーンテニスクラブ) 神・崔

藤巻久美子 (Copain（コパン）) 62

大塚玲子 (ウインズ)

藤巻・大塚

荒川文江 (クィーンズドームテニススクール) 62

大園英子 (クィーンズドームテニススクール) 大森・滝沢

大森瑞枝 (southfields.) 63

滝沢麻紀 (southfields.) 奈良・青柳

奈良百合子 (チームyukino) 76(4)

青柳美千代 (チームyukino) 奈良・青柳

宮田裕子 (西川口テニスクラブ) 64

荒谷靖子 (ジョイフル) 奈良・青柳

61

布川登志美 (FRIDAY'S)

古山晶子 (ノースグリーンテニスクラブ) 神・崔

藤田香子 (青木テニスクラブ) 64

伊藤都 (青木テニスクラブ) 藤田・伊藤

鈴木ひとみ (チームyukino) 62

新井才富美 (チームyukino) 藤田・伊藤

関梢 (ライズ) 61

小泉由紀子 (ウインズ) 関・小泉

有田あやか (西川口テニスクラブ) 60

加藤智子 (西川口テニスクラブ) 藤田・伊藤

浅古美智世 (southfields.) 63

滝口由紀子 (フォーシズンT3) 浅古・滝口

谷口てる恵 (ジョイフル) 64

佐藤裕子 (ジョイフル) 西村・松尾

64

西村幸代 (TeamZERO)

松尾美香 (TeamZERO) 小玉・石橋

中司晴子 (TEAM ONE DO) 75

酒井里美 (中青木テニスクラブ) 中司・酒井

小坂由香 (メリーテニスクラブ) 63

相良敬子 (NSK) 白石・小林

谷山美衣 (アプリコット) 76(3)

毛塚博子 (アプリコット) 白石・小林

白石慶子 (ウインズ) 75

小林美子 (ウインズ) 小玉・石橋

佐々木久江 (フォーシズンT3) 64

堀越美和 (southfields.) 小玉・石橋

小玉光子 (VITA) 60

石橋由江 (VITA) 小玉・石橋

62

関口美子 (TeamZERO)

奥村奈津子 (TeamZERO)

BYE
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女子Cクラス

No. シード 選手名 所属 １R ２R 3R QF SF

早馬麻子 (Copain（コパン）) Final

柏倉麗子 (TeamZERO)

黒井・陶

早馬・柏倉 61

木谷久仁子 (ストイックス) 61

植木真美 (グリーンテニスプラザ) 木谷・植木

石井邦江 (メリーテニスクラブ) 62

安出川久美子 (メリーテニスクラブ) 早馬・柏倉

山口千晴 (ダンロップ川口インドアテニス) 63

佐々木真弓 (ダンロップ川口インドアテニス)

谷川・増田

63

谷川久美子 (フォーシズンT3)

増田妙子 (フォーシズンT3) 黒井・陶

芳野友紀 (Ambitious) 64

加藤寛子 (Ambitious)

黒井・陶

落合友美 (三田テニスクラブ) 61

大塚こずえ (三田テニスクラブ) 黒井・陶

黒井かおり (VITA) 61

陶亜希子 (VITA) 黒井・陶

菊池享子 (Soleil) 75

畑中有子 (Soleil) 菊池・畑中

町田真理子 (D.T.X) 64

平山和歌奈 (D.T.X) 比留間・安東

75

比留間由美 (ストイックス)

安東幸子 (NSK) 黒井・陶

秋元京子 (スピード20) 60

中村尋子 (スピード20)

秋元・中村

濱尾千草 (Trinker's) 60

早船清美 (Trinker's) 松下・山崎

松下昌美 (ウインズ) 76(5)

山崎里沙 (ウインズ) 秋元・中村

原田美奈子 (JTP) 60

扇田真由美 (JTP) 。

石渡・湯原

62

石渡順子 (ｆ2)

湯原美 (ｆ2) 秋元・中村

玉置純子 (ウインズ) 61

都築典子 (ウインズ)

小杉・雪山

風間輝代 (D.T.X) 61

棚瀬真紀 (D.T.X) 小杉・雪山

小杉恵美子 (中青木テニスクラブ) 63

雪山瑠里子 (中青木テニスクラブ) 小杉・雪山

大島恵美 (Copain（コパン）) 64

松村晃子 (ｆ2) 川村・金山

川村容子 (LT5) 61

金山真由美 (LT5) 川村・金山

64

矢野麻里 (ダンロップ川口インドアテニス)

小澤奈美子 (ダンロップ川口インドアテニス)
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第39回協会杯ダブルス大会
2019/05/05  青木町公園

女子Cクラス

No. シード 選手名 所属 １R 2R 3R QF SF

福島ゆかり (スマイル)

加藤牧恵 (川口市役所テニス部)

福島・加藤

塩見幸子 (ファイン) 61

池ノ谷智恵 (ファイン) 前川・藤田

前川典子 (D.T.X) 63

藤田京子 (D.T.X) 中嶋・高波

西村貴子 (西公民館硬式テニスクラブ) 60

久保幸子 (西公民館硬式テニスクラブ) 西村・久保

西方智美 (Trinker's) 61

後藤洋子 (Trinker's) 中嶋・高波

64

中嶋悦子 (千雀庭球一門会)

高波美智子 (千雀庭球一門会) 中嶋・高波

才川美砂子 (Trinker's) 62

早船瞳 (Trinker's)

才川・早船

61

今村志麻 (ウインズ)

杉浦美由紀 (ウインズ) 武藤・須田

武藤千依 (JTP) 63

須田明子 (JTP) 武藤・須田

大野由美子 (Copain（コパン）) 76(3)

後藤寿子 (Copain（コパン）) 武藤・須田

61

西塚孝子 (西公民館硬式テニスクラブ)

多田玉枝 (西公民館硬式テニスクラブ) 小池・八田

伊東弘美 (スピード20) 64

二松みゆき (スピード20)

村本・谷津

村本有希子 (Soleil) 64

谷津夏子 (Soleil) 村本・谷津

野澤美佳 (ストイックス) 63

海山有理 (ストイックス) 佐藤・清水

佐藤友美 (グリーンテニスプラザ) 62

清水久美子 (グリーンテニスプラザ) 佐藤・清水

倉橋聡子 (D.T.X) 64

伊藤晴代 (D.T.X) 佐藤・清水

76(4)

芳賀聡子 (木村☆農場)

秋田友紀 (ダンロップ川口インドアテニス) 小池・八田

榎木牧子 (スピード20) 64

中西忍 (スピード20)

小池・八田

75

小池好美 (千雀庭球一門会)

八田治子 (千雀庭球一門会) 小池・八田

浅倉光枝 (西公民館硬式テニスクラブ) 64

岡真弓 (スマイル) 石上・飯村

石上ちさと (Copain（コパン）) 64

飯村純子 (Copain（コパン）) 石上・飯村

63

太田真澄 (LT5)

上治浩子 (LT5)

34 BYE

35

33

39 BYE

40

36

37

38

44

41

42 BYE

45

46

47

43 BYE

50 BYE

51

BYE

48

49

55 BYE

56

52

53

54

59 BYE

60

57

58 BYE

BYE

64 [2]

61

62

63



第39回協会杯ダブルス大会
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女子50歳以上

No. 選手名 所属 １R ２R QF SF Final

宇田薫 (ジョイフル)

松村直美 (ノースグリーンテニスクラブ)

宇田・松村

宇田典子 (フォーシズンT3) 62

千葉早苗 (フォーシズンT3) 西尾・伊藤

西尾理恵 (TEAM ONE DO) 62

伊藤由里 (TEAM ONE DO) 宇田・松村

牧野美幸 (FRIDAY'S) 60

城石康代 (キャロ) 牧野・城石

62

滝林知子 (VICTORY)

関喜美 (VICTORY) 宇田・松村

阿部寿見子 (T One) 62

本田奈保子 (T One)

阿部・本田

佐野美喜子 (R.S.K) 62

小島正美 (R.S.K) 佐野・小島

服部博美 (ノースグリーンテニスクラブ) 61

石井久美 (ノースグリーンテニスクラブ) 阿部・本田

小笠原孝子 (VICTORY) 61

越智あゆみ (芝SCテニスクラブ) 新田・大須賀

新田美佐子 (ライズ) 63

大須賀雅子 (ライズ) 新田・大須賀

60

大橋千春 (チームyukino)

佐野房子 (チームyukino) 宇田・松村

長野佐稚子 (ウインズ) 60

佐藤美穂代 (ウインズ)

宮下・井上

宮下千明 (VICTORY) 63

井上由起 (VICTORY) 宮下・井上

小関晶子 (インパクト) 62

小野田信栄 (ノースグリーンテニスクラブ) 宮下・井上

金井美栄子 (？（HATENA)J.F) 60

井樋恵美子 (？（HATENA)J.F) 遠藤・大谷

遠藤千代子 (インパクト) 60

大谷はるみ (エムズ（M's)) 遠藤・大谷

63

二宮紀子 (スマイル)

三塚幸子 (スマイル) 三好・高田

岡森麻里 (ジョイフル) 75

志村節子 (ジョイフル)

岡森・志村

大山真佐恵 (青木テニスクラブ) 61

中島ひとみ (青木テニスクラブ) 大山・中島

会津妙美 (ノースグリーンテニスクラブ) 75

梶原いつ (ノースグリーンテニスクラブ) 三好・高田

清水佳世 (FRIDAY'S) 62

柳田京子 (メリーテニスクラブ) 及川・柴田

及川與子 (スマイル) 61

柴田真理 (ダンロップ川口インドアテニス) 三好・高田

60

三好由紀子 (ジョイフル)

髙田公子 (ジョイフル)
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女子60歳以上

No. 選手名 所属 １R Final

小磯恵子 (中青木テニスクラブ)

宮崎雅子 (アプリコット) 小磯・宮崎

日里節子 (昴テニスクラブ) 61

稲益京子 (昴テニスクラブ) 和田・藤井

梅原真紀子 (インパクト) 76(4)

小笠原寿子 (インパクト) 和田・藤井

和田欣子 (昴テニスクラブ) 63

藤井キイ (チャレンジャーズ)

当日棄権等により3ペア以下になった場合

リドローを行いリーグ戦で行います。
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