
B・C級／第2期 KTG杯月例女子ダブルス大会　入賞者氏名(敬称略）                  2012年2月～2016年2月

回 開催日 申込 優勝　　　 準優勝 3位             3位  <4位>

小林恵美(フォーラブ) 栗沢圭子(JS武蔵野) 金子由美子(大井ファミリー) 安藤智子 (上福岡KTG)

高島日出子(小川硬式) 若林みゆき(フリー) 小野好子(大井ファミリー) 北見和恵 (上福岡KTG)  <4位>

田中恵子(パサバ) 小野悦子(東京グリーン) 海老原ミキ(セサミ) 阿部寿見子(フリー)

清水悦子(パサバ) 若林みゆき(NAS光が丘) 本橋亜紀子(フリー) 本田奈保子(フリー)       <4位>

内藤　恵(月見野TC) 横田恵美子(双実T.C) 谷島今日子(あさきT.C) 森嶋和子(高松L.T.C)

小野好子(大井ファミリー) 塩野幸恵子 (上福岡KTG) 小林幸子(First) 真庭清美(V.F.T.C)         <4位>

横田恵美子(双実T.C) 清水悦子(パサバ) 中山恵美(パサバ) 家入奈々子(ブリヂストン)

塩野幸恵子 (上福岡KTG) 冨田紀子(クイーン) 遠山聡子(フリー) 伊藤暁美(ブリヂストン)　 <4位>

日沼美保(セサミT.C) 大美賀由季子(あさき) 笠原由美子(高松L.T.C) 枦山真由美(月見野)

漆原美幸(セサミT.C) 鈴木三恵子(上福岡KTG) 加藤木史江(高松L.T.C)　　　　　 小野好子(大井ファミリー) <4位>

山口祐子（ロイヤルパークＴＣ） 池中晴美（東宝調布） 横田恵美子（双実） 森嶋和子（ＮＡＳ光が丘）

伊勢美代子（ロイヤルパークＴＣ） 長谷川昌枝（フリー） 塩野幸恵子（ＫＴＧ） 真庭清美（スプリングハズカム）

村上幸江（ル・グラン） 池中晴美（東宝調布） 松岡朋子（ダイナミック） 横田恵美子（双実）

岡田悦子（ミラクルＰ） 中野政江（水玉レディース） 片岡美千代（ダイナミック） 塩野幸恵子（ＫＴＧ）

漆原　美幸（セサミＴＣ） 高野　春美（あさき） 本橋　亜紀子（ＨＩＴ) 濱本　良子（高松ＬＴＣ)

日沼美保(セサミT.C) 足立　千秋（あさき） 関田　正子（東村山市民） 佐藤　由美（ＰＣＡテニスクラブ）

山田　靖代（フリー） 神田　木綿子（竹の子） 池中　晴美（東宝調布） 本橋　亜紀子（HIT)

小嶋　まこと（フリー） 中村　美紀（サントピア） 藤井　直子（フリー） 関田　正子（東村山市民）

広瀬　真紀（ＮＡＳ光が丘） 金子　由紀子（Ｔｅａｍ-Ｆ） 塩野　幸恵子（ＫＴＧ） 浦川　恵子（みんなのテニス）

堀　幸子（フリー） 野口　文子（フォーラブ） 川越　直美（スーパーショット） 松延　富美代（フリー）

林　初江（リトルプリンス） 森嶋　和子（NAS光が丘） 上原　久江（与野ITC） 川本　朱美（上福岡テニスG）

熊田　信子（リトルプリンス） 真庭　清美（スプリングハズカム） 伊藤　貴久子（サントピアTC） 柳原　道子（フリー）

本橋　亜紀子（ＨＩＴ） 奥田　栄子（どんぐり） 堀野　美奈子（桜台ＴＣ） 森嶋　和子（ＮＡＳ光が丘）

関田　正子（フリー） 佐々木　律子（竹の子） 田中　恵子（桜台ＴＣ） 真庭　清美（スプリングハズカム）

佐々木　由紀子（ガレット） 栗沢圭子(ＩＨＳＭ武蔵野) 青木　明子（フリー） 加藤木　史江（高松ローンＴＣ）

太田　直美（上福岡テニスＧ） 海老原　ミキ（フリー） 漆原　美幸（フリー） 笠原　由美子（高松ローンＴＣ）

本橋　亜紀子（東久留米市民） 渋谷　純子（竹の子） 中條　明子（リトルプリンス） 栗沢　圭子(IHSM武蔵野)

福嶋　裕美子（竹の子） 広瀬　真紀（NAS光が丘） 田辺　真由美（リトルプリンス） 海老原　ミキ（フリー）

青木　明子（フリー） 海野　芳江（金町インドアＴＳ） 中條　明子（ガレット） 祖父江　春美（みんなのテニス）

山田　靖代（フリー） 中山　恵美(フリー) 田辺　真由美（ガレット） 木村　幸恵（みんなのテニス）

黛　光（フリー） 堀野　美奈子（桜台ＴＣ） 中條　明子（ガレット） 岡田　悦子（フリー）

楡井　朝葉（フリー） 田中　恵子（桜台ＴＣ） 田辺　真由美（ガレット） 新井　悦子（フリー）

高野　春美（あさきテニスクラブ） 清水　尚子（フリー） 片岡　美千子（フリー） 朝倉　富美子（高松ローンＴＣ）

池田　加代子（あさきテニスＣ） 山田　佳代（フリー） 田島　千里（みんなのテニス） 中野　和子（高松ローンＴＣ）

雪のため、中止

雨のため、中止

雨のため、中止

雨のため、中止

第52回

第50回 2015年6月3日 22組 雨のため、中止

第50回 2015年10月7日 15組

第48回 2015年2月4日 18組

第49回

第53回

2015年12月2日 18組

2016年2月4日 16組

2015年4月1日 16組

第46回 2014年10月1日 15組

第47回 2014年12月3日 13組

第44回 2014年4月2日 20組

第45回 2014年6月4日 22組

第43回 2013年12月5日 20組

第44回 2014年2月7日 21組

第42回 2013年8月7日 16組

第43回 2013年10月2日 20組

第41回 2013年4月3日 24組

第41回 2013年6月5日 16組

第40回 2012年12月5日 20組

第41回 2013年2月6日 24組

第38回 2012年6月6日 24組

第39回 2012年10月3日 20組

第36回 2012年2月1日 20組

第37回 2012年4月4日 20組



　　      C・D級／第2期 KTG杯月例女子ダブルス大会　入賞者氏名 （敬称略）            2012年3月～2015年11月

回 開催日 申込 優勝　　　 準優勝 3位             3位  <4位>

笠原由美子(高松L.T.C) 秋元ひろみ(あさきT.C) 栗原光子(ロイヤルパークT.C) 林登茂子(あさきT.C)　　 

加藤木史江(高松L.T.C) 栗原裕子(あさきT.C) 伊勢美代子(ロイヤルパークT.C) 水越由美子(あさきT.C)   <4位>

森嶋和子(NAS光が丘) 松津京子(S.P.T.C)       徳永皆子(高松L.T.C) 船生美代子(Team Riz)

真庭清美(スプリングハズカム) 江面しげる(上福岡KTG) 金子多賀子(高松L.T.C) 権田香織(Team Riz)      <4位>

高崎恵美子(上福岡KTG) 柳川良子(フリー) 中島由美子(フリー) 徳永皆子(高松L.T.C)

細谷千鶴子(上福岡KTG) 三木直子(ゴールドベル) 丸尾靖子(高島平インドアT.S) 金子多賀子(高松L.T.C)   <4位>

柳川良子(フリー) 稲垣良子(NDT) 下田妙子(上福岡KTG) 大山圭子(SPTC)

三木直子(ゴールドベル) 水谷裕子(ヤマミツ) 岩崎百合枝(上福岡KTG) 高橋由子(SPTC)           <4位>

徳永皆子(高松L.T.C) 中島由美子(フリー) 三笠裕子(自球自足) 中村美紀(フラワーズ)

金子多賀子(高松L.T.C) 丸尾靖子(高島平インドアT.S) 石田敦子(ハミング) 神田木綿子(たけのこ)    <4位>

松岡朋子（ダイナミック） 野村敦子（Ｐ.Ｃ.Ａ） 長岐美智子（フリー） 中山千恵子（桜台Ｔ.Ｃ)

片岡美千子（ダイナミック） 林登茂子（あさきＴ.Ｃ） 小野忍（フリー） 渡辺啓子（高松Ｌ.Ｔ.Ｃ）

小林弘美（あさきＴ.Ｃ） 中舘敦子（フリー） 伊藤由利子（ブリヂストン） 大島真佐美（スプリングハズカム）

水越由美子（あさきＴ.Ｃ） 加藤さよ子（フリー） 浮田知美（フリー） 菅野洋子（スプリングハズカム）

森田昭子（フリー） 上原久江（与野ＩＴＣ) 長岐美智子（ココナッツ） 中島由美子（高島平インドア）

中村貴世（フリー） 昇　葉子（スプリングハズカム） 北原智子（あさき） 丸尾靖子（高島平インドア）

浦川　恵子（みんなのテニス） 中舘　貴代美（フリー） 川本　朱美（ＫＴＧ） 浮田　知美（フリー）

松延　冨美代（フリー） 加藤　さよ子（フリー） 久保　理子（みんなのテニス） 伊藤　由利子（ブリヂストン）

中舘　貴代美（フリー） 小平　佳寿栄（Ｔ.Ｔ.Ｓ） 田辺　真由美（リトルプリンスＴＣ） 三笠　裕子（ＮＡＳ)

加藤　さよ子（フリー） 高橋　陽子（スプリングハズカム） 中條　明子（リトルプリンスＴＣ） 吉田　智子（サントピアＴＣ）

郡司　正美（フリー） 大島　真佐美（スプリングハズカム） 三笠　裕子（ＮＡＳ） 乾　みなみ（ブリヂストン）

朽綱　敏子（フリー） 菅野　洋子（スプリングハズカム） 吉田　智子（サントピア） 中本　春美（ブリヂストン）

三笠 裕子（Good Luck） 大島　真佐美（スプリングハズカム） 浮田　知美（フリー） 栗原　美佐子（ウイニング）

吉田　智子（’サントピアＴＣ） 菅野　洋子（スプリングハズカム） 伊藤　由利子（ブリヂストン新所沢） 舟引　律子（ブレンドウッド）

青木　花子（上福岡テニスガーデン） 上原　久江（与野ＩＴＣ) 加藤木　史江（高松ローンＴＣ） 浮田　知美（フリー）

青山　久美子（ミズノテニスＳ） 伊藤　貴久子（サントピアＴＣ） 笠原　由美子（高松ローンＴＣ） 伊藤　由利子（ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ新所沢）

加藤木　史江（高松ローンTC) 藤崎　幸枝（トゥインクル） 木下　明美（ココナッツ） 小平　佳寿栄（サントピア）

笠原　由美子(高松ローン.T.C) 大澤　正子（トゥインクル） 梅沢　和子（ココナッツ） 高橋　陽子（スプリングハズカム

中舘喜代美（フリー） 乾みなみ（ブリヂストン新所沢） 郡司正美（フリー） 金子美子（ブレンドウッド）

渡邊あき（Good Luck!!） 中本春美（ブリヂストン新所沢） 木田裕美子（フリー） 森田博子（ゴールドベル）

笹野　明子（サントピアＴＣ） 上原　久江（与野ＩＴＣ) 木田　裕美子（フリー） 田村　利恵子（富士見台ＴＣ）

三笠　裕子（Ｇｏｏｄ　Ｌｕｃｋ！！） 伊藤　貴久子（サントピアＴＣ） 川下　あゆみ（フリー） 加藤　裕美（富士見台TC）

雨のため、中止

雨のため、中止

雨のため、中止

雨のため、中止

第17回

2015年9月2日 -

第15回

2014年11月5日 16組

2015年3月3日 22組

第13回

2014年7月2日 15組

第14回

2015年11月4日 20組

第17回

2015年5月13日 16組

第17回

2015年7月1日 -

第16回

2014年9月3日 13組

第11回 2014年3月5日 21組

第12回

2014年5月14日 19組第11回

第09回 2013年9月4日 17組

第10回 2013年11月6日 15組

第07回 2013年5月8日 20組

第08回 2013年7月3日 16組

第05回 2012年11月7日 16組

第06回 2013年3月6日 24組

第03回 2012年7月4日 16組

第04回 2012年9月5日 18組

第01回 2012年3月7日 19組

第02回 2012年5月9日 18組
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