
2022年 第12回山陽ベテランオープンテニス選手権大会

70歳女子D-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

L0000589 枚方フィーバー 大阪府 杉井 富美枝 [1]

1 L0000588 枚方フィーバー 大阪府 石川 純子 杉井 富美枝 [1]

    石川 純子

2    Bye 1  倉地 京子

 岡山ローンテニスクラブ 岡山県 倉地 京子  浮田 和子

3 L0004397 ガーデングリーンテニスクラブ 岡山県 浮田 和子 倉地 京子 7-5 6-3

L0000611 名古屋ローンテニスクラブ 愛知県 松井 文子 浮田 和子  

4 L0005251 湘南ローンテニスクラブ 神奈川県 石黒 博子 6-2 6-0 倉地 京子

L0005456 ウッドテニス 神奈川県 田辺 悦子  浮田 和子

5 L0007090 名古屋ローンテニス倶楽部 愛知県 織田 美代子 古賀 日寿好 6-2 7-5

L0019865 阪急仁川テニスクラブ 兵庫県 古賀 日寿好 小縣 美知子  

6 L0007837 月見野ＬＴＣ 埼玉県 小縣 美知子 6-3 6-2 中村 規子 [7]

     土屋 章子

7    Bye 7 中村 規子 [7] 6-0 6-4

L0002652 多田ハイグリーンＴ．Ｃ 兵庫県 中村 規子 [7] 土屋 章子  

8 L0000726 ヴァルブランシュテニスクラブ 京都府 土屋 章子  倉地 京子

L0001105 杜の宮テニスクラブ 福岡県 栗田 恵子 [3]  浮田 和子

9 L0004398 あさき 埼玉県 横山 美恵子 栗田 恵子 [3] 6-3 6-4

    横山 美恵子  

10    Bye 3  栗田 恵子 [3]

L0001108 フォーライフ 福岡県 吉田 節子  横山 美恵子

11 L0019412 西福岡テニスクラブ 福岡県 池田 淳子 島村 小浪 6-4 6-3

L0008750 キヤッツ．アイ 埼玉県 島村 小浪 緑川 百合子  

12 L0009048 アバンタージュ 埼玉県 緑川 百合子 7-6(1) 7-5 栗田 恵子 [3]

L0004194 関町ローンテニスクラブ 東京都 角田 啓子  横山 美恵子

13 L0009079 関町ローンテニスクラブ 東京都 鈴木 英子 角田 啓子 2-6 6-2 [10-6]

L0004156 名古屋ローンテニス倶楽部 愛知県 加藤 啓子 鈴木 英子  

14 L0012463 西尾ローンテニス 愛知県 桑原 能理子 6-1 6-2 佐伯 礼子

L0005741 横浜スポーツマンクラブ 神奈川県 佐伯 礼子  日谷 裕子

15 L0002666 多田ハイグリーンテニスクラブ 兵庫県 日谷 裕子 佐伯 礼子 6-2 6-2

L0001606 イースタンテニスクラブ 千葉県 多羅尾 清子 [8] 日谷 裕子  

16 L0000723 ＧＧ＆ＢＢ 滋賀県 小川 けい子 6-1 6-0 岩田 祐加子 [5]

L0003372 あたごテニスクラブ 埼玉県 神林 はるみ [6]  黒田 君枝

17 L0009733 田園テニスクラブ 東京都 豊泉 礼子 神林 はるみ [6] 6-4 5-7 [10-7]

    豊泉 礼子  

18    Bye 6  伊藤 由美子

L0019931

サンランドロイヤルテニスクラ

ブ 兵庫県 南野 るみ子  小林 のり子

19 L0006974

宝塚パブリックローンテニスク

ラブ 兵庫県 平田 裕子 伊藤 由美子 w.o.

L0009401 武蔵野ローンテニスクラブ 東京都 伊藤 由美子 小林 のり子  

20 L0002904 神崎 東京都 小林 のり子 5-7 6-0 [10-7] 伊藤 由美子

L0019779 上本テニススクール 広島県 小林 孝子  小林 のり子

21 L0019780 上本テニススクール 広島県 門田 克子 中村 和子 6-4 3-6 [10-7]

L0007508 サントピアＴＣ 東京都 中村 和子 千葉 純恵  

22 L0008000 中央林間テニスクラブ 神奈川県 千葉 純恵 6-0 6-0 中村 和子

     千葉 純恵

23    Bye 4 柏本 照子 [4] 7-6(4) 7-5

L0006222 ＢＩＷＡテニスクラブ 滋賀県 柏本 照子 [4] 牛道 タキ子  

24 L0010002 三和テニスクラブ 大阪府 牛道 タキ子  岩田 祐加子 [5]

L0011487 テニスプラザＹＡＯ 大阪府 岩田 祐加子 [5]  黒田 君枝

25 L0000790 ＴＥＡＭ　ＭＡＲＳ 兵庫県 黒田 君枝 岩田 祐加子 [5] 6-1 6-2

    黒田 君枝  

26    Bye 8  岩田 祐加子 [5]

L0010507 葉山テニスクラブ 神奈川県 小谷 美恵子  黒田 君枝

27 L0009268 楠クラブ 千葉県 橋本 早苗 八尾村 純子 6-3 6-4

L0002835 田園テニス倶楽部 東京都 八尾村 純子 古阪 訓子  

28 L0003674 蓮田グリーンテニスクラブ 埼玉県 古阪 訓子 6-3 6-3 岩田 祐加子 [5]

L0007328 総武グリーンテニスクラブ 千葉県 山﨑 夢路  黒田 君枝

29 L0000086

東急あざみ野テニスガーデンＴ

Ｃ 神奈川県 渡辺 永海 山﨑 夢路 6-0 6-3

 イーストフィールド 岡山県 東野 由利 渡辺 永海  

30  イーストフィールド 岡山県 青山 邦子 6-1 6-3 中島 小波 [2]

     諸江 博子

31    Bye 2 中島 小波 [2] 6-2 6-3

L0001928 明治神宮外苑テニスクラブ 東京都 中島 小波 [2] 諸江 博子  

32 L0007884 ウッドテニス 神奈川県 諸江 博子  

    

   


