
男子ダブルス ５０歳以上

登録No Seed name 1R 2R QF SF F

1 G0006262 1 秋山 敏行 にこにこＴＣ

G0007383 浜中 義治 ｃｌｕｂ　ＨＩＴ 秋山 敏行 / 浜中 義治

2 bye    

bye 秋山 敏行 / 浜中 義治

3 G0014984 牧野 寛 明治神宮外苑テニスクラブ 76(3) 63  

G0014269 小笠原 和彦 霧ヶ丘テニスクラブ 奥谷 靖 / 遠藤 洋

4 G0014509 奥谷 靖 バルヴェール 62 63  

G0010570 遠藤 洋 中央林間テニスクラブ 秋山 敏行 / 浜中 義治

5 G0016352 堀内 秀一 稲門テニス倶楽部 62 62  

G0018408 梶谷 俊夫 稲門テニス倶楽部 堀内 秀一 / 梶谷 俊夫

6 bye    

bye 堀内 秀一 / 梶谷 俊夫

7 bye 63 63  

bye 川井 潤 / 小川 正伸

8 川井 潤 TTSプラム    

小川 正伸 TTSプラム 秋山 敏行 / 浜中 義治

9 G0015729 3～4 原口 浩二 ヨネックス 62 63  

G0015894 永岡 宏 ヨネックス 原口 浩二 / 永岡 宏

10 bye    

bye 原口 浩二 / 永岡 宏

11 G0012326 杉田 康司 ＯＳＴ 62 60  

G0014027 岩崎 充雄 ＯＳＴ 前田 瑞晴 / 山中 光

12 G0000141 前田 瑞晴 リコー    W.O.

G0015466 山中 光 Ｔ．Ｔ．Ｓ．プラム 伊藤 健二 / 蓮沼 孝

13 G0000809 伊藤 健二 守谷テニスクラブ 63 46 10-8 

G0000157 蓮沼 孝 ＪＲ東日本東京 伊藤 健二 / 蓮沼 孝

14 G0016002 小山 鑑明 練馬区テニス協会 64 64  

G0020000 吉川 実 クラブＵＴＡ 伊藤 健二 / 蓮沼 孝

15 bye 61 62  

bye 中野 康之 / 石川 英明

16 G0018920 中野 康之 テニスライン    WINNER

G0017232 石川 英明 浦和テニスクラブ 秋山 敏行 / 浜中 義治

17 G0016319 檜山 敏浩 横須賀ダイヤランドテニスクラブ 63 63  

G0017086 川島 靖司 横須賀ダイヤランドテニスクラブ 檜山 敏浩 / 川島 靖司

18 bye    

bye 檜山 敏浩 / 川島 靖司

19 G0014605 高柳 剛宏 プロバインズ 76(4) 61  

G0014608 飯沼 哲也 テニスプラザ戸塚 鈴木 安隆 / 笠間 信一郎

20 G0000197 鈴木 安隆 グラフテック    W.O.

G0009225 笠間 信一郎 湘南テニスクラブ 御代 元 / 辻 孝彦

21 G0016600 渡邊 隆典 ＲＩＺＵ 76(1) 60  

G0018048 亀山 修司 京王テニスクラブ 渡邊 隆典 / 亀山 修司

22 G0000943 宇野 直樹 ルネサンス 64 75  

G0020354 真下 和之 鷹の台テニスクラブ 御代 元 / 辻 孝彦

23 bye 75 62  

bye 御代 元 / 辻 孝彦

24 G0005106 3～4 御代 元 明治神宮外苑テニスクラブ    

G0000137 辻 孝彦 南町田アゼリアテニススクール 佐藤 幸裕 / 塩澤 正樹

25 G0016355 坂爪 操 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ 62 61  

G0000236 飯岡 兼一 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ 坂爪 操 / 飯岡 兼一

26 bye    

bye 大路 武 / 河上 光次

27 bye 61 64  

bye 大路 武 / 河上 光次

28 G0017248 大路 武 阪急仁川ＴＣ    

G0015465 河上 光次 レインボーＴＳ彩都 佐藤 幸裕 / 塩澤 正樹

29 G0016621 河原 重行 東京都Ｔ．Ａ． 62 62  

G0016427 石谷 勇次 ＵＴＡ 河原 重行 / 石谷 勇次

30 G0009401 向川 美智彦 Ｔｅｎｎｉｓ　Ｔｅａｍ－Ｎ’ｓ 63 64  

G0013829 岸田 泰尚 京王テニスクラブ 佐藤 幸裕 / 塩澤 正樹

31 bye 61 63  

bye 佐藤 幸裕 / 塩澤 正樹

32 G0002809 2 佐藤 幸裕 Ｓ・Ｔ・Ｐ    

G0014217 塩澤 正樹 リコー

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


