
男子ダブルス ５５歳以上

登録No Seed name 1R 2R QF SF F

1 G0002872 1 土橋 直樹 飯能優球人

G0006173 中山 晴彦 アルドールテニスステージ 土橋 直樹 / 中山 晴彦

2 bye    

bye 神澤 俊介 / 倉島 英造

3 G0018236 東 和裕 横浜スポーツマンクラブ 63 64  

G0018640 石井 庸一 ファミリーテニスクラブ 神澤 俊介 / 倉島 英造

4 G0019018 神澤 俊介 東京ローンテニスクラブ 61 60  

G0020189 倉島 英造 クラシマインターナショナルテニスアカデミー 神澤 俊介 / 倉島 英造

5 G0016391 土田 達 武蔵野市テニス連盟 62 61  

G0018418 須永 祐司 渋谷区硬式テニス連盟 土田 達 / 須永 祐司

6 bye    

bye 土田 達 / 須永 祐司

7 bye 60 60  

bye 福嶋 史郎 / 加藤 雅俊

8 G0020032 福嶋 史郎 千葉県テニス協会    

G0020212 加藤 雅俊 スポーツラーニング 神澤 俊介 / 倉島 英造

9 G0000190 3～4 西垣 彰二 テニスユニバース 63 63  

G0007250 所 眞人 大井町ファミリーテニスクラブ 西垣 彰二 / 所 眞人

10 bye    

bye 宮島 信行 / 和田 雅夫

11 G0000192 宮島 信行 亀の甲山テニスクラブ 64 60  

G0006106 和田 雅夫 みゆきテニスクラブ 宮島 信行 / 和田 雅夫

12 G0011452 小倉 桂一 ブレントウッドラケットクラブ 61 75  

G0012112 佐伯 義夫 桜台テニスクラブ 宮島 信行 / 和田 雅夫

13 G0020157 長谷部 浩 松山下ＳＣ 61 63  

G0019102 村田 善保 足立区テニス協会 長谷部 浩 / 村田 善保

14 G0011966 戸田 義次 八王子アイビーテニスクラブ    W.O.

G0010343 中島 裕幸 八王子アイビーテニスクラブ 長谷部 浩 / 村田 善保

15 bye 61 62  

bye 渡辺 謙 / 西場 利夫

16 G0018519 渡辺 謙 薮塚テニスクラブ    WINNER

G0016983 西場 利夫 薮塚テニスクラブ 神澤 俊介 / 倉島 英造

17 G0016372 藤原 道雄 光ヶ丘テニスクラブ 63 62  

G0016373 秋定 眞 光が丘テニスクラブ 藤原 道雄 / 秋定 眞

18 bye    

bye 藤原 道雄 / 秋定 眞

19 G0014518 露崎 博司 流山グリーンテニスクラブ 36 75 10-5 

G0014519 加藤 一郎 流山グリーンテニスクラブ 露崎 博司 / 加藤 一郎

20 G0018343 藤野 幹彦 テニスプラザ戸塚 57 75 10-4 

G0019932 太田 充生 東京マネージメントコントロール 藤原 道雄 / 秋定 眞

21 G0013677 原田 博司 京王テニスクラブ 36 64 10-8 

G0011138 佐々木 隆治 弘前テニスクラブ 小松川 誠 / 須藤 亨

22 G0008733 小松川 誠 ブレンドウッドラケットクラブ    W.O.

G0000138 須藤 亨 にこにこＴ．Ｃ． 小松川 誠 / 須藤 亨

23 bye 76(5) 63  

bye 渡辺 正宏 / 神沢 靖彦

24 G0006019 3～4 渡辺 正宏 寒川ローンテニスクラブ    

G0002684 神沢 靖彦 ラポーム　あすなろラケットクラブ 清板 伸一郎 / 大浦 康隆

25 羽鳥 陽一郎 みかも山ＧＴＣ 61 63  

G0020520 兼田 義久 田柄ＴＣ 羽鳥 陽一郎 / 兼田 義久

26 bye    

bye 生稲 年之 / 藤井 泰夫

27 G0019107 生稲 年之 パコン王国 64 61  

G0019084 藤井 泰夫 オクヤマテニスショップ 生稲 年之 / 藤井 泰夫

28 長瀬 泰彦 神宮テニスクラブ 61 64  

G0016158 田鍋 文啓 バルヴェール 清板 伸一郎 / 大浦 康隆

29 G0019073 松原 正和 田園テニス倶楽部 64 60  

渡辺 卓平 東京ローンテニスクラブ 関本 和秀 / 前川 和正

30 G0004816 関本 和秀 Ｃ－ＦＥＴＺ 61 64  

G0006485 前川 和正 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 清板 伸一郎 / 大浦 康隆

31 bye 63 62  

bye 清板 伸一郎 / 大浦 康隆

32 G0012347 2 清板 伸一郎 ヨコハマクラブ    

G0000286 大浦 康隆 ヨコハマクラブ
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