
女子ダブルス　予選 結果
6-0

1 小島 正美 / 佐野 美喜子 6-1 小島 智枝子 / 倉掛 順子 20

6-2

2 霧生 淳子 / 池田 浩子
6-0

6-3
6-1

宇田川理津子/ 福島 めぐみ 21

6-4

3 高橋 昌枝 / 片山 麻紀子
6-1

6-5
6-3

川村 智子 / 平野 真弓 22
6-2

W.O.
6-3

4 高橋 典子 / 高谷 和美 富田 美澄 / 竹本 彩香 23

5 田中 ゆき子 / 木場 靖子
6-4 6-1

大平 晴美 / 原　光子 24
３Ｂ日本橋TC ラブ フォ-テｲ

6 秋山 紀与子 / 佐々木 明子
6-2 6-3

藤関 美子 / 橋本 由紀子 25
ｳｨｰｸｴﾝﾄﾞTC ＺＲＸ　１０８９

7 西　ユキ江 / 金澤 奈美
6-4 6-0

東江 靖子 / 本橋 昌子 26

8 秋葉 佳代 / 中村 咲恵
6-5 6-2

青木 淳子 / 吉川 弥生 27

9 東江 奈々 / 崔　恵美子
6-0 6-4

鈴木 美和子 / 加藤 美穂 28

10 谷　亜紀 / 横川 政美

11 赤塚 範子 / 伊藤 里美
6-2

土佐 優子 / 竹内 佐知子 29

12 鈴木 晴絵 / 小田切 祐佳
6-3 6-4

石田 恵美子 / 西本 悦子 30
6-4

13 神田 久美子 / 村山 美樹
6-3

望月 真紀子 / 村井 敬子 31
6-3

14 髙橋 朋葉 / 井上 浩美
6-2

清田 朋子 / 湯瀬 桂子 32

15 隅岡 洋子 / 小野 佳子
6-4 6-1

山内 智衣 / 中井 玲奈 33

16 星野 香奈子 / 須貝 美織
6-1 6-2

奥津 由美 / 仲田 恵子 34

17 山本 智子 / 新屋 愛子
6-2

武藤 博子 / 播磨 裕子 35
Something Four RUBY TUESDAYS 6-2

18 矢花 美菜子 / 古山 三重
6-0 6-3

小林 道子 / 髙橋 清美 36

19 広岡 美智子 / 寺井 郁代
6-4 6-4

小原　睦 / 野田 美和 37
Ｌｉｂｅｒｔｙ RUBY TUESDAYS

マ リ ン ズ 入船　ＴＣ

Ａ・Ａ・Ｏ 晴海　ＴＣ

メリー＆ハリー ひ ま わ り

Ｐｕｒｅ　Ｂｌａｃｋ ﾌﾞｯｸﾗｳﾝﾄﾞTC

PEEK-A-BOO Ｂ　Ｏ　Ａ

ストレイシープ Ｔ　Ｔ　Ｃ

タ ー ト ル

ひ ま わ り

Ｔ・Ｗ・Ｓ ストレイシープ

猪 突 猛 進 Ｒｅａｃｈ　Ｏｕｔ

Ｓ・Ｏ・Ｇ ＡＤＥＫＡ

RUBY TUESDAYS

ｳｨｰｸｴﾝﾄﾞTC Something Four

ビーセブン マ リ ン ズ

まりちゃん Ｓｈｅｌｌｉｅ

八　咫　烏

Ｔ・Ｗ・Ｓ ＳＹＮ　ＴＣ

猪 突 猛 進

タ ー ト ル



女子ダブルス　予選 結果
6-0

6-1

38 村田 里美 / 大山 留美子 6-2 松崎 照美 / 町山 久子 47

6-3

39 柴原 仁美 / 堀口 梨恵
6-1

6-4
6-1

石山 愛子 / 北林　茜 48

6-5

40 橋　有紀 / 藤田 奈津子
W.O.

W.O.
6-5

川村 亜希子 / 高浜 恭子 49
6-0 6-2

41 野方 佐弥 / 淡路 雅恵 松宮 智子 / 荒川 ひろみ 50

42 太田 まりも / 犬養 良子
6-3 6-0

下原 麻里子 / 今村　恵 51

43 松井 キミヨ / 中村 佐織
6-2 6-2

加藤 幸子 / 田島 明美 52

44 加藤 美貴子 / 市川 純子
W.O. 6-4

坂本 弘美 / 柴田 晶子 53

45 中川 直美 / 各務 雅美
6-3 6-1

澤西 宣子 / 江黒 悦子 54

46 橋本 さくら / 茂木 葉瑠
6-3 6-0

金山 陽子 / 内海 麻里子 55
Ｔ・Ｗ・Ｓ ３Ｂ日本橋TC

56 佐藤 光子 / 石橋 知佐子 筒井 八千代 / 春日 敦子 61
東京ＹＢＣ Ｂ　Ｏ　Ａ

57 多胡 佐智子 / 宗像 れい子
6-0 6-2

米田 紗矢香 / 武藤 清夏 62
グローアップ

58 江野澤 直子 / 三宅 裕子
6-5

深尾 理恵 / 田中 京子 63
6-0 6-4

59 原　廣子 / 関根 美幸
6-1

菅原 和美 / 緒方 利江子 64
6-5

60 竹花　綾 / 木村 実のり
6-5

毛塚 博子 / 谷山 美衣 65

ﾏｲﾃｨらすかる グローアップ

ｳｨｰｸｴﾝﾄﾞTC Ｐ　Ｉ　Ｐ

HOT STUFFⅡ

ＢＥＡＭＳ Ｒｅａｃｈ　Ｏｕｔ

東京ＹＢＣ 晴海　ＴＣ

Ｌｉｂｅｒｔｙ

RUBY TUESDAYS ラブ フォ-テｲ

Ｔ　Ｔ　Ｋ

ラブ フォ-テｲ RUBY TUESDAYS

ストレイシープ ＹＹ tennis

Ｐｕｒｅ　Ｂｌａｃｋ

ＹＹ tennis Ｏ　Ｖ　Ｔ

6-1

Ａ・Ａ・Ｏ

ＣＯＬＢＹ　ＪＡＣＫ

RUBY TUESDAYS 月 島 学 園

３Ｂ日本橋TC Ｔ　Ｔ　Ｃ



女子ダブルス　予選 結果

66 坂本 康子 / 粟屋 真由美 松岡 千晶 / 田村　瞳 86

67 岩瀬 裕見子 / 熊谷 理衣 関村 彩子 / 岩渕 千波 87

68 河野 寿江 / 中島 えり子 品田 康子 / 宮下 香津美 88
ミラクルミイラ てすたろっさ

69 寄兼 映子 / 森　直子 永島 京美 / 西山 邦子 89

70 渡辺 多恵子 / 湯本 千恵 古沢 誠子 / 塩貝 恵子 90

71 纐纈 小百合 / 梅田 麻里子 泉　美和子 / 今井 華也 91

72 須藤 光子 / 高橋 妹奈 倉田 ゆう子 / 内井 由美子 92

73 中村　恵 / 宮﨑 恵美子 森　敬子 / 湯澤 純代 93

74 田中 恵子 / 中島 はるみ 高橋 裕子 / 中村 由紀 94

75 山村 久美子 / 井本 悠紀 久間木 知美 / 高橋 純子 95

76 大野 則子 / 齋藤 裕美 松崎 聡子 / 松本 優子 96

77 竹内 智子 / 中原 昌代 矢内 美紀子 / 村山 恵美 97
Ｏ　Ｖ　Ｔ

78 小鹿 真歩 / 安藤 睦萌 星野 英子 / 宇田 典子 98

79 冨貴塚 優子 / 小林 圭子 川口　雪  / 宇田川由美子 99
猪 突 猛 進

80 細矢 眞佐子 / 広畑 順子 目黒 幸江 / 花園 朋美 100

81 山口 麻須美 / 桑原 圭子 小池 孝子 / 天野 美由紀 101

82 小池 真弓 / 海老根 和代 木村 ひとみ / 並木 麻希子 102

83 岡部 由佳 / 大村 一香 山﨑 洋子 / 山本 恭子 103

84 兼坂 美馨 / 加藤 尚子 柴川 美代子 /佐々木ひろ子 104

85 内海 麻希子 / 斉藤 絵里 蔵野 恭子 / 岡　ｽﾃﾌｧﾆｰ 105
ｳｨｰｸｴﾝﾄﾞTC Ｒｅａｃｈ　Ｏｕｔ ｳｨｰｸｴﾝﾄﾞTC Ｏ　Ｖ　Ｔ

トリプルＴＣ

Ｐｕｒｅ　Ｂｌａｃｋ

猪 突 猛 進

猪 突 猛 進 ＭＫ２０９

月 島 学 園

東    栄

ビーセブン つ く ね

東京ＹＢＣ Ｂ Ｂ Ｂ(トリプルＢ）

Ｏ　Ｖ　Ｔ ダルマ（Darman）

ダルマ（Darman） 東京ＹＢＣ

Ｓｈｅｌｌｉｅ Ｔ　Ｔ　Ｃ

ｳｨｰｸｴﾝﾄﾞTC Ｔ・Ｗ・Ｓ

ダルマ（Darman） ダルマ（Darman）

ＢＡＳＩＬ ちゅーおーかー

な で し こ Ｓ　Ｔ　Ｃ

Ｐ　Ｉ　Ｐ Ｓｈｅｌｌｉｅ

PEEK-A-BOO 猪 突 猛 進

グローアップ ビーセブン

Ｔ・Ｗ・Ｓ ＺＲＸ　１０８９

ＣＯＬＢＹ　ＪＡＣＫ チームＹＭ

Ｔ　Ｔ　Ｋ 仙　人　掌



女子ダブルス　予選 結果
6-0

106 岡田 しのぶ / 増田 延子 6-1 坂井 正子 / 鈴木 直子 111

6-2

107 八木 彩美 / 河端 麻子
6-5

6-3
6-5

清沢 亜里 /ジャルワルまり 112

6-4

108
6-0

6-5
6-2

星山 友美 / 黒子 雅代 113

W.O.

109 杉森 永子 / 飯島 聖子
6-5 6-5

野口 奈津子 / 富澤 いづみ 114
ｳｨｰｸｴﾝﾄﾞTC PEEK-A-BOO

110 中村 真佐美/ 小松原　綾
W.O. 6-1

115

6-0
柿平 みのり / 福島 桂子 116

ﾌﾞｯｸﾗｳﾝﾄﾞTC Ｐ　Ｉ　Ｐ

青木 裕希/ダルモーロ裕子 6-2

Ｃｈｅｍｉｗａｙ　RUBY TUESDAYS Ｂ　Ｏ　Ａ

てすたろっさ RUBY TUESDAYS

トリプルＴＣ

ＹＹ tennis PEEK-A-BOO

びいんず倶楽部

岩崎 純子/ﾏｸﾄﾞｩｶﾞﾙ嘉代子


