
男子ダブルス ６０歳以上

登録No Seed name 1R 2R QF SF F

1 G0005452 1 稲場 浩三 アイ・テニスクラブ

G0012229 塩田 和男 アイテニスクラブ 稲場 浩三 / 塩田 和男

2 bye    

bye 馬 占江 / 遠藤 和美

3 G0009277 青木 良一 中央林間テニスクラブ 64 76(2)  

G0019907 鈴木 照雄 中央林間テニスクラブ 馬 占江 / 遠藤 和美

4 G0015453 馬 占江 宮村テニスセンター 61 64  

G0019927 遠藤 和美 稲城市テニス連盟 山本 俊二 / 中嶋 俊彦

5 G0000203 成田 周治 流山グリーンテニスクラブ 63 63  

G0011989 鈴木 武夫 足柄ローンテニスクラブ 成田 周治 / 鈴木 武夫

6 G0015827 田原 洋一 高松ローンテニスクラブ 60 61  

G0015675 石井 康義 松戸テニスクラブ 山本 俊二 / 中嶋 俊彦

7 G0017090 入岡 一吉 相模原グリーンテニスクラブ 62 61  

G0012763 福原 俊夫 相模原グリーンテニスクラブ 山本 俊二 / 中嶋 俊彦

8 G0019308 5～8 山本 俊二 横浜ガーデンテニスクラブ 63 76(5)  

G0017764 中嶋 俊彦 横浜ガーデンＴ．Ｃ． 山本 俊二 / 中嶋 俊彦

9 G0000376 3～4 貝谷 朝清 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ 61 63  

G0001178 浜條 和弘 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ 貝谷 朝清 / 浜條 和弘

10 bye    

bye 安富 久雄 / 赤毛 裕

11 G0015496 榮水 直樹 江戸川台テニスクラブ    W.O.

G0000202 播本 裕司 上尾セントラルテニスクラブ 安富 久雄 / 赤毛 裕

12 G0006411 安富 久雄 小平テニスクラブ 60 64  

G0015623 赤毛 裕 東京都渋谷区硬式テニス連盟 安富 久雄 / 赤毛 裕

13 山本 公明 八王子アイビーテニスクラブ 60 64  

村田 義彦 八王子アイビーテニスクラブ 梶 恭助 / 高橋 和彦

14 G0013955 梶 恭助 湘南ファミリーテニスクラブ 64 61  

G0019947 高橋 和彦 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 諏澤 誠治 / 西本 陽一

15 bye 75 61  

bye 諏澤 誠治 / 西本 陽一

16 G0017897 5～8 諏澤 誠治 ＩＴＣ    WINNER

G0001263 西本 陽一 ユニバー神戸テニス倶楽部 山本 俊二 / 中嶋 俊彦

17 G0012383 5～8 矢野 マサヒロ 小平テニスクラブ 57 62 10-6 

G0000162 竜口 博明 小平テニスクラブ 矢野 マサヒロ / 竜口 博明

18 G0008736 小野里 純彦 希望が丘テニスクラブ 21   RET

G0009224 平田 秀俊 グレイステニスクラブ 矢野 マサヒロ / 竜口 博明

19 G0015509 浦野 健治 藪塚テニスクラブ 36 76(5) 10-3 

G0000910 矢澤 康弘 群馬県高体連テニス専門部 石田 享司 / 太田 和彦

20 G0015537 石田 享司 横浜スポーツマンクラブ 62 61  

G0000164 太田 和彦 成蹊テニス会 神山 好弘 / 高橋 裕昭

21 G0019605 笠原 良一 湘南ファミリーＴ／Ｃ 62 64  

G0019874 添田 功 湘南ファミリーＴ／Ｃ 笠原 良一 / 添田 功

22 G0014719 熊野 睦彦 中央林間テニスクラブ    W.O.

G0002639 小川 健一 中央林間テニスクラブ 神山 好弘 / 高橋 裕昭

23 bye 60 61  

bye 神山 好弘 / 高橋 裕昭

24 G0013511 3～4 神山 好弘 キリウテニスクラブ    

G0009185 高橋 裕昭 オレンジヒルテニスクラブ 井上 則行 / 草野 貢二

25 G0016481 5～8 日下部 聖志 茅ヶ崎ローゼＴＣ 62 61  

G0016486 菅野 孝二 茅ヶ崎ローゼテニスクラブ 日下部 聖志 / 菅野 孝二

26 G0000161 岡 修二 新座ローンテニスクラブ 63 61  

G0004199 田中 孝 新座ローンテニスクラブ 日下部 聖志 / 菅野 孝二

27 G0016873 長島 泰治 一橋庭球倶楽部 63 62  

G0014657 佐藤 喜三郎 中野アクトテニスクラブ 吉岡 秀雄 / 田辺 利光

28 G0007780 吉岡 秀雄 東急あざみ野テニスガーデンＴＣ 64 16 10-4 

G0017677 田辺 利光 南町田アゼリアテニスクラブ 井上 則行 / 草野 貢二

29 平野 保英 昭和の森 75 61  

深沢 悌造 八王子アイビーテニスクラブ 浅井 有一郎 / 橋本 富夫

30 G0018665 浅井 有一郎 京王テニスクラブ 63 75  

G0013585 橋本 富夫 ＴＯＰテニスクラブ 井上 則行 / 草野 貢二

31 bye 64 62  

bye 井上 則行 / 草野 貢二

32 G0004611 2 井上 則行 千葉県テニス協会    

G0000234 草野 貢二 町田ローンテニスクラブ

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


