
第82回　会長杯秋季レディースダブルス大会
2021/10/07  青木町公園内庭球場

一般の部（１）

氏　名 所　属 １R ２R ３R QF SF F

佐藤 光子 (ウルトラＭ)

石橋 知佐子 (ウルトラＭ)

横川 弥生 (千雀庭球一門会)

鈴木 康子 (千雀庭球一門会)

前川 典子 (Ｄ．Ｔ．Ｘ)

倉橋 聡子 (Ｄ．Ｔ．Ｘ)

大橋 輝美 (Aster)

小松 道子 (Aster)

田中 久美子 (青木テニスクラブ)

益本 りえ (青木テニスクラブ)

増岡 喜代美 (キャロ)

鈴木 容子 (キャロ)

山口 千晴 (ダンロップ川口インドアテニス)

鳥谷部 和子 (ダンロップ川口インドアテニス)

市川 正子 (R．S．K)

光永 薫 (R．S．K)

飯田 洋子 (Ｙ・Ｙテニスクラブ)

野村 由華 (Ｙ・Ｙテニスクラブ)

山崎 理絵 (ライズ)

古賀 千恵 (ウルトラＭ)

吉田 志美 (Ｃｏｐａｉｎ（コパン）)

倉橋 理佐子 (Ｃｏｐａｉｎ（コパン）)

中川 直子 (TEAM　ONE　DO)

田中 千寿子 (TEAM　ONE　DO)

加藤 一恵 (JTP)

江面 由紀 (インパクト)

栗原 美奈子 (ＶＩCＴＯＲＹ)

三村 めぐみ (ＶＩCＴＯＲＹ)

大島 恵美 (Ｃｏｐａｉｎ（コパン）)

松本 美緒 (ウインズ)

高尾 奈穂 (チームyukino)

森島 千晴 (チームyukino)

大根田 きよこ (Aster)

会沢 昌代 (Aster)

遠藤 仁美 (スマイル)

石川 朋子 (ウインズ)

佐藤 幸子 (テニススタジオ川口)

打海 可奈子 (テニススタジオ川口)

西村 貴子 (西公民館硬式テニスクラブ)

河原 順子 (西公民館硬式テニスクラブ)

西尾 理恵 (TEAM　ONE　DO)

伊藤 由里 (TEAM　ONE　DO)

早馬 麻子 (Ｃｏｐａｉｎ（コパン）)

金澤 万由美 (Ｃｏｐａｉｎ（コパン）)

西村 幸代 (Team ZERO)

石橋 由江 (VITA)

川端 佳子 (ウインズ)

大高 麻衣子 (ウインズ)

岡崎 和江 (ＶＩCＴＯＲＹ)

関根 美紀 (ＶＩCＴＯＲＹ)

岡 真弓 (スマイル)

浅倉 光枝 (西公民館硬式テニスクラブ)

渡辺 明子 (ノースグリーンテニスクラブ)

原 光子 (ノースグリーンテニスクラブ)
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一般の部（２）

氏　名 所　属 １R ２R ３R QF SF

金井 陽子 (JTP)

越智 智子 (フォーシーズンＴ３)

秋田 友紀 (ダンロップ川口インドアテニス)

今野 亜紀子 (Ｃｏｐａｉｎ（コパン）)

加藤 牧恵 (川口市役所　テニス部)

福島 ゆかり (スマイル)

神原 恵理 (Ｃｏｐａｉｎ（コパン）)

藤巻 久美子 (Ｃｏｐａｉｎ（コパン）)

石田 妙子 (TEAM　ONE　DO)

永井 保子 (ライズ)

蛭間 千賀子 (Aster)

名越 万利子 (Aster)

伊藤 都 (青木テニスクラブ)

藤田 香子 (青木テニスクラブ)

服部 浅子 (Southfields.)

大森 瑞枝 (Southfields.)

安東 幸子 (ストイックス)

相良 敬子 (ストイックス)

西塚 孝子 (西公民館硬式テニスクラブ)

酒井 喜代美 (西公民館硬式テニスクラブ)

大内 美幸 (Ｃｏｐａｉｎ（コパン）)

石上 ちさと (Ｃｏｐａｉｎ（コパン）)

横田 園絵 (ダンロップ川口インドアテニス)

中村 幸子 (ダンロップ川口インドアテニス)

岡部 文 (青木テニスクラブ)

赤倉 亜矢子 (青木テニスクラブ)

小林 花甫里 (ジョイフル)

石井 亜紀子 (ジョイフル)

多田 純子 (ライズ)

関 梢 (ライズ)

浜田 由香 (キャロ)

奥村 奈津子 (Team ZERO)

田澤 繭子 (西公民館硬式テニスクラブ)

横田 真裕美 (ダンロップ川口インドアテニス)

佐藤 三枝子 (Ｃｏｐａｉｎ（コパン）)

原 菜穂子 (Ｃｏｐａｉｎ（コパン）)

塩野谷 綾 (チームＳalt)

長岡 友佳里 (Team ZERO)

重野 瑞 (TEAM　ONE　DO)

丸山 利江 (TEAM　ONE　DO)

手塚 智子 (チームyukino)

原田 永里子 (チームyukino)

相馬 順 (Team ZERO)

酒井 里美 (Team ZERO)

石塚 奈奈 (JTP)

佐藤 小百合 (JTP)

永島 真紀 (チームyukino)

小島 アサミ (チームyukino)

山田 由佳利 (ウインズ)

河野 智恵 (ウインズ)

高岡 由美子 (スマイル)

中村 美喜子 (スマイル)

谷口 てる恵 (ジョイフル)

佐藤 裕子 (ジョイフル)

田嶋 加奈子 (ストイックス)

駒津 芳枝 (ライズ)
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第82回　会長杯秋季レディースダブルス大会
2021/10/07  青木町公園内庭球場

55歳以上の部

氏　名 所　属 １R ２R QF SF F

及川 與子 (スマイル)

岩渕 博子 (スマイル)

大橋 千春 (チームyukino)

佐野 房子 (チームyukino)

小池 好美 (千雀庭球一門会)

八田 治子 (千雀庭球一門会)

谷川 久美子 (フォーシーズンＴ３)

増田 妙子 (フォーシーズンＴ３)

金井 美栄子 (？（ＨＡＴＥＮＡ）Ｊ・Ｆ)

清水 睦美 (？（ＨＡＴＥＮＡ）Ｊ・Ｆ)

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)

奈良 百合子 (ＯＭＹＴＣ)

安岡 美和 (千雀庭球一門会)

阿部 寿見子 (Tone)

本田 奈保子 (Tone)

田中 久子 (中青木テニスクラブ)

山谷 美衣 (ウエストヒルズ)

齋藤 智子 (ダンロップ川口インドアテニス)

鈴木 光 (ダンロップ川口インドアテニス)

内田 智子 (ジョイフル)

吉井 和子 (ジョイフル)

古山 晶子 (ノースグリーンテニスクラブ)

長澤 裕子 (ノースグリーンテニスクラブ)

江原 和代 (ジョイフル)

赤坂 幸子 (FRIDAY'S)

関口 美子 (Team ZERO)

山谷 明美 (チャレンジャ－ズ)

坂本 宏美 (チームyukino)

水原 恭子 (ウエストヒルズ)

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)

会津 妙美 (ノースグリーンテニスクラブ)

梶原 いつ (ノースグリーンテニスクラブ)

二宮 紀子 (スマイル)

三塚 幸子 (スマイル)

藤井 キイ (チャレンジャ－ズ)

和田 欣子 (昴テニスクラブ)

小磯 恵子 (中青木テニスクラブ)

緑川 百合子 (アバンタージュテニスクラブ)

佐々木 真弓 (ダンロップ川口インドアテニス)

芝﨑 葉子 (ダンロップ川口インドアテニス)

千葉 早苗 (フォーシーズンＴ３)

海老沼 順子 (フォーシーズンＴ３)

新井 玲子 (ファーシールズ)

松下 千恵子 (ウエストヒルズ)

荒谷 靖子 (ジョイフル)

蒲生 幸子 (ライズ)

長野 佐稚子 (ウインズ)

黒野 美詠子 (エムズ　（Ｍ’ｓ）)

梅原 真紀子 (インパクト)

小笠原 寿子 (インパクト)

高橋 秀子 (ジョイフル)

秋間 智子 (ジョイフル)

谷口 由美子 (メリーテニスクラブ)

松崎 容麗子 (アバンタージュテニスクラブ)

宇田 典子 (フォーシーズンＴ３)

浅古 美智世 (Southfields.)
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