
グランドベテランダブルス大会
2022/07/03  青木町公園内庭球場

女子55歳以上　Ａブロック

氏　名 所　属 １R ２R ３R QF SF F

三好 由紀子 (ジョイフル)

小島 正美 (R.S.K)

鈴木 光 (ダンロップ川口インドアテニスクラブ)

齋藤 智子 (ダンロップ川口インドアテニスクラブ)

山村 秀美 (Copain（コパン）)

佐藤 三枝子 (Copain（コパン）)

関口 美子 (Team　ZERO)

柴田 真理 (ダンロップ川口インドアテニスクラブ)

大塚 玲子 (JTP)

佐藤 悦子 (Y's Tennis)

⾧野 佐稚子 (ウインズ)

黒野 美詠子 (エムズ（M’ｓ）)

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)

青羽 友子 (ひまわり)

渡辺 せつ (ひまわり)

広沢 ゆかり (ジョイフル)

江原 和代 (ジョイフル)

小須田 玲子 (ファーシールズ)

池田 恵理 (ファーシールズ)

横川 弥生 (千雀庭球一門会)

鈴木 康子 (千雀庭球一門会)

久保 幸子 (西公民館硬式テニスクラブ)

小松 利子 (西公民館硬式テニスクラブ)

富森 里美 (メリーテニスクラブ)

山崎 美貴子 (Ambitious)

二宮 紀子 (スマイル)

岩渕 博子 (スマイル)

前川 典子 (D.T.X)

倉橋 聡子 (D.T.X)

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)

小野 満里子 (ウエストヒルズ)

毛塚 博子 (ウエストヒルズ)

金井 美栄子 (?（HATENA）Ｊ・Ｆ)

井樋 恵美子 (?（HATENA）Ｊ・Ｆ)
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グランドベテランダブルス大会
2022/07/03  青木町公園内庭球場

女子55歳以上　Ｂブロック

氏　名 所　属 １R ２R ３R QF SF F

浅古 美智世 (Southfields.)

宇田 典子 (フォーシーズンT３)

小池 好美 (千雀庭球一門会)

八田 治子 (千雀庭球一門会)

荒谷 靖子 (ジョイフル)

蒲生 幸子 (ライズ)

鳥谷部 和子 (ダンロップ川口インドアテニスクラブ)

山口 千晴 (ダンロップ川口インドアテニスクラブ)

馬籠 佳子 (西川口テニスクラブ)

菅 雅美 (スマイル)

吉田 清美 (ウインズ)

久田 好美 (JTP)

城石 康代 (ひまわり)

沖胡 敦子 (ジョイフル)

奈良 百合子 (OMYTC)

安岡 美和 (千雀庭球一門会)

新井 玲子 (ファーシールズ)

松下 千恵子 (ウエストヒルズ)

仁井 紀子 (スマイル)

木谷 久仁子 (ストイックス)

小野田 信栄 (ノースグリーンテニスクラブ)

小関 晶子 (インパクト)

増岡 喜代美 (ひまわり)

鈴木 容子 (ひまわり)

山谷 明美 (On＆On)

宮田 令子 (On＆On)

岡崎 和江 (VICTORY)

佐々木 久江 (フォーシーズンT３)

岡森 麻里 (ジョイフル)

矢部 淳子 (青木テニスクラブ)

水道 英子 (FRIDAY’S)

赤坂 幸子 (FRIDAY’S)

鹿沼 公子 (フォーシーズンT３)

原田 理恵 (フォーシーズンT３)

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)
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