
男子ダブルス ４５歳以上

登録No Seed name 1R 2R QF SF F

1 G0000765 1 太田 茂晴 Ｌｅａｄｓ

G0002086 輿石 龍児 川口市役所 太田 茂晴 / 輿石 龍児

2 bye    

bye 太田 茂晴 / 輿石 龍児

3 G0019120 佐多 眞彦 横須賀ダイヤランドテニスクラブ 62 62  

G0018813 菊池 政行 横須賀ダイヤランドテニスクラブ 稲葉 武臣 / 渡部 雅人

4 G0019045 稲葉 武臣 中央林間テニスクラブ 57 62 10-4 

G0015086 渡部 雅人 バルヴェール 太田 茂晴 / 輿石 龍児

5 G0020411 山下 一 桜田倶楽部    W.O.

G0016299 平出 博宣 稲門テニス倶楽部 山下 一 / 平出 博宣

6 bye    

bye 鈴木 智章 / 役川 究

7 bye 63 62  

bye 鈴木 智章 / 役川 究

8 G0015562 鈴木 智章 金沢八景インドアＴ．Ｃ．    

G0020463 役川 究 ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞTS 太田 茂晴 / 輿石 龍児

9 G0015714 3～4 篠原 政晴 ワカヤマＴＳ 62 62  

G0015948 矢野 克彦 横浜ガーデンテニスクラブ 篠原 政晴 / 矢野 克彦

10 bye    

bye 篠原 政晴 / 矢野 克彦

11 細山 貴朗 法友会 63 62  

G0018135 松村 和晃 ウッドテニス 細山 貴朗 / 松村 和晃

12 G0017284 鶴見 嘉弘 神宮外苑ＴＣ 76(2) 62  

鈴木 衛司 鎌倉ローンテニス倶楽部 伊関 亮 / 岡安 克弘

13 G0000269 伊関 亮 協和発酵キリン 62 63  

G0018423 岡安 克弘 成城ＴＣ 伊関 亮 / 岡安 克弘

14 bye    

bye 伊関 亮 / 岡安 克弘

15 bye    W.O.

bye 星野 善信 / 須崎 総一

16 G0019401 星野 善信 ラブインドアテニスクラブ    WINNER

G0020115 須崎 総一 テニスユナイテッド 太田 茂晴 / 輿石 龍児

17 G0011526 石川 幸治 エーステニスアカデミー 63 61  

G0006368 長谷川 孝司 西川口テニスクラブ 石川 幸治 / 長谷川 孝司

18 bye    

bye 石川 幸治 / 長谷川 孝司

19 bye 46 63 10-6 

bye 水主 直人 / 九里 孝之

20 G0014905 水主 直人 新横浜ＰＨＩＴＣ    

G0018457 九里 孝之 ルネサンス天王町 吉川 剛志 / 賀川 純一

21 G0002085 吉川 剛志 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 67(4) 64 10-6 

賀川 純一 葉山TC 吉川 剛志 / 賀川 純一

22 G0018450 奥村 尚弘 アシニス 61 61  

G0002869 戸野 岳志 東宝調布テニスクラブ 吉川 剛志 / 賀川 純一

23 bye 62 46 10-6 

bye 深沢 謙也 / 高山 茂

24 G0015373 3～4 深沢 謙也 ウエストグリーン    

G0017345 高山 茂 志津テニスクラブ 近藤 孝司 / 山根 知

25 G0018905 永田 美智夫 Ｌｅａｄｓ 63 63  

G0019109 佐野 芳則 稲城市テニス連盟 永田 美智夫 / 佐野 芳則

26 bye    

bye 宇津木 温 / 西田 雅一

27 bye 62 63  

bye 宇津木 温 / 西田 雅一

28 G0017103 宇津木 温 武蔵野市テニス連盟    

G0017102 西田 雅一 武蔵野市テニス連盟 近藤 孝司 / 山根 知

29 G0007377 土屋 陽一 京浜クラブ 64 61  

G0016917 水谷 秀之 アレスマイスター 土屋 陽一 / 水谷 秀之

30 G0015803 田村 茂 八王子テニスアカデミー 35   RET

私市 康浩 八王子アイビーテニスクラブ 近藤 孝司 / 山根 知

31 bye 62 62  

bye 近藤 孝司 / 山根 知

32 G0018629 2 近藤 孝司 ＪＦＥ    

G0019920 山根 知 船橋さくらテニスクラブ

D：第50回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部


