
男子ダブルス ６５歳以上

登録No Seed name 1R 2R 3R QF SF

1 G0001214 1 福田 正 アイ・テニスクラブ

G0000217 塩見 芳彦 横須賀ダイヤランドテニスクラブ 福田 正 / 塩見 芳彦

2 bye    

bye 福田 正 / 塩見 芳彦

3 G0009635 宮地 俊樹 明治神宮外苑テニスクラブ 62 64  

G0013912 堀 正三郎 ＰＣＡテニスアカデミー 木村 英主 / 田中 勝久

4 G0017816 木村 英主 シチズンテニスクラブ 62 61  

田中 勝久 善福寺公園テニスクラブ 福田 正 / 塩見 芳彦

5 G0015713 小泉 治宣 オレンジヒルテニスクラブ 63 62  

G0016729 大橋 孝行 横須賀ダイヤランドテニスクラブ 小泉 治宣 / 大橋 孝行

6 bye    

bye 由田 秀行 / 三枝 猛志

7 bye 60 61  

bye 由田 秀行 / 三枝 猛志

8 G0017375 由田 秀行 横河電機    

G0006136 三枝 猛志 亀の甲山テニスクラブ 福田 正 / 塩見 芳彦

9 G0017426 海野 浩之 フラコテニスクラブ 63 63  

G0017440 石原 哲 町田ローンテニスクラブ 海野 浩之 / 石原 哲

10 bye    

bye 中村 淳 / 大浦 敏孝

11 G0015882 中村 淳 茅野市テニス協会 61 75  

G0017422 大浦 敏孝 さゆりちゃんクラブ 中村 淳 / 大浦 敏孝

12 G0020121 田中 広 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ    W.O.

G0016362 谷中 忠信 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 中田 弘 / 大塚 叔克

13 G0000159 新美 進 鷺宮製作所 62 62  

G0014970 中村 行男 日機装 新美 進 / 中村 行男

14 G0015720 本村 陽一 ウエストグリーンＴ．Ｃ． 64 62  

G0008352 山本 敏雄 横浜ガーデンテニスクラブ 中田 弘 / 大塚 叔克

15 bye 63 61  

bye 中田 弘 / 大塚 叔克

16 G0010320 5～8 中田 弘 足立区テニス協会    A

G0015685 大塚 叔克 足立区テニス協会 福田 正 / 塩見 芳彦

17 G0000924 3～4 朝倉 伸行 オレンジヒルテニスクラブ 76(5) 76(4)  

G0015447 前田 克己 千葉田園テニスクラブ 朝倉 伸行 / 前田 克己

18 bye    

bye 朝倉 伸行 / 前田 克己

19 G0000119 萩原 寛 明治神宮外苑テニスクラブ 64 61  

G0018433 岡野 隆 明治神宮外苑テニスクラブ 萩原 寛 / 岡野 隆

20 G0006788 森谷 直之 小平テニス倶楽部 67(8) 64 10-2 

G0006456 旦野 博 船橋さくらテニスクラブ 朝倉 伸行 / 前田 克己

21 G0014050 石川 隆一 横浜ガーデンテニスクラブ 60 64  

G0006179 谷口 幸一郎 森の里テニスクラブ 石川 隆一 / 谷口 幸一郎

22 G0016401 大澤 研二 武蔵野ローンテニスクラブ 60 62  

G0018237 平林 行夫 武蔵野ローンテニスクラブ 石川 隆一 / 谷口 幸一郎

23 bye 61 60  

bye 椎橋 能久 / 中尾 正一

24 G0019917 椎橋 能久 取手市民硬式テニスクラブ    

G0019933 中尾 正一 取手市民硬式テニスクラブ 朝倉 伸行 / 前田 克己

25 G0012611 石橋 富士男 立川テニスクラブ 64 64  

G0009000 松下 好友 キャンディ 石橋 富士男 / 松下 好友

26 bye    

bye 村松 秀紀 / 青木 洋明

27 G0007789 村松 秀紀 湘南ファミリーテニスクラブ 36 64 10-5 

G0007790 青木 洋明 湘南ファミリーテニスクラブ 村松 秀紀 / 青木 洋明

28 G0014765 佐藤 政雄 サトウＧＴＣ 62 62  

G0014840 幸田 和男 みかも山ＧＴＣ 鉢蝋 修 / 成田 繁雄

29 G0014607 織田 和雄 鎌倉ローンテニスクラブ 62 63  

G0000117 末木 一夫 鎌倉ローンテニス倶楽部 鉢蝋 修 / 成田 繁雄

30 G0000110 鉢蝋 修 和泉テニスクラブ 61 60  

G0017926 成田 繁雄 和泉ＴＣ 鉢蝋 修 / 成田 繁雄 F

31 bye 46 62 10-7 

bye 宇野 和之 / 谷本 友秀

32 G0013962 5～8 宇野 和之 湘南ファミリーＴ／Ｃ    

G0015407 谷本 友秀 湘南ファミリーＴ／Ｃ

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

WINNER
福田 正 / 塩見 芳彦 福田 正 / 塩見 芳彦

柳川 嘉夫 / 郡司 東男 63 75



男子ダブルス ６５歳以上

登録No Seed name 1R 2R 3R QF SF

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

33 G0015469 5～8 川尻 康夫 名細テニスクラブ

G0015672 須賀 賢司 名細テニスクラブ 川尻 康夫 / 須賀 賢司

34 bye    

bye 川尻 康夫 / 須賀 賢司

35 G0016950 森下 龍三 明治神宮外苑テニスクラブ 06 63 10-3 

G0019537 大草 正 明治神宮外苑テニスクラブ 松浦 民三 / 谷 義行

36 G0019100 松浦 民三 小平テニスクラブ 06 76(3) 10-3 

G0017277 谷 義行 小金井市テニス連盟 川尻 康夫 / 須賀 賢司

37 G0004134 川口 善治 横浜スポーツマンクラブ 67(6) 61 10-8 

中村 義治 横浜スポーツマンクラブ 中山 三男 / 大野 義和

38 G0000167 中山 三男 みかも山テニスクラブ 63 64  

G0004267 大野 義和 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ 中山 三男 / 大野 義和

39 bye 75 64  

bye 前田 光慶 / 岡橋 修

40 G0018445 前田 光慶 庭球三田会    

G0019453 岡橋 修 赤門テニスクラブ 川尻 康夫 / 須賀 賢司

41 G0019935 鈴木 孝平 大正セントラルテニスクラブ目白 26 63 10-7 

G0018321 田畑 昭雄 成城スクエアテニスクラブ 鈴木 孝平 / 田畑 昭雄

42 bye    

bye 鈴木 孝平 / 田畑 昭雄

43 bye    W.O.

bye 冬木 嘉平次 / 鶴 達郎

44 G0014929 冬木 嘉平次 国立競技場霞ヶ丘庭球場    

G0000177 鶴 達郎 桜台テニスクラブ 諏訪 博信 / 東方 容三

45 G0002739 諏訪 博信 エバーグリーンフォレスト横浜 62 60  

G0019949 東方 容三 亀の甲山テニスクラブ 諏訪 博信 / 東方 容三

46 G0017674 早川 用二 いなげフラワー    W.O.

G0016188 本田 嘉郎 ルネサンス鷹之台テニスクラブ 諏訪 博信 / 東方 容三

47 bye    W.O.

bye 清水 道夫 / 山田 忠利

48 G0002828 3～4 清水 道夫 成城スクエアテニスクラブ    B

G0002060 山田 忠利 ブリヂストンスポーツ 柳川 嘉夫 / 郡司 東男

49 G0002059 5～8 遠藤 晃文 深谷市テニス協会 64 64  

G0014893 衛藤 寛 鷹之台テニスクラブ 遠藤 晃文 / 衛藤 寛

50 bye    

bye 遠藤 晃文 / 衛藤 寛

51 G0013704 長坂 充郎 ＣＴＡ個人会員 46 63 10-3 

G0014207 坂井 宣夫 ＳＫＹＴＯＮ 長坂 充郎 / 坂井 宣夫

52 G0016316 府川 直弘 石神井ローンテニスクラブ 63 62  

G0000383 吉本 静三 石神井ローンテニスクラブ 上原 久雄 / 辰野 元文

53 G0019065 梅原 一也 明治神宮外苑テニスクラブ 67(5) 62 10-5 

G0020095 原田 公敬 東京ローンテニスクラブ 小野田 隆義 / 柴田 豊

54 G0013602 小野田 隆義 若草テニスクラブ    W.O.

G0012388 柴田 豊 田園テニスクラブ 上原 久雄 / 辰野 元文

55 bye 62 61  

bye 上原 久雄 / 辰野 元文

56 G0004210 上原 久雄 高松ローンテニスクラブ    

G0000160 辰野 元文 金子グリーンテニスアカデミー 柳川 嘉夫 / 郡司 東男

57 G0019139 下川 正人 桜台テニスクラブ 57 63 10-3 

G0017727 深野 延樹 東京テニス協会 下川 正人 / 深野 延樹

58 bye    

bye 深見 栄司 / 上田 滋

59 bye 64 64  

bye 深見 栄司 / 上田 滋

60 G0008678 深見 栄司 京王テニスクラブ    

G0000412 上田 滋 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 柳川 嘉夫 / 郡司 東男

61 G0014910 栗林 志郎 イースタンテニスクラブ 46 60 10-4 

G0012453 斉藤 績 イースタンテニスクラブ 芳賀 修 / 高橋 隆

62 G0002934 芳賀 修 アプローチＴ．Ｃ 62 60  

G0020502 高橋 隆 厚木国際テニスクラブ 柳川 嘉夫 / 郡司 東男

63 bye 63 76(5)  

bye 柳川 嘉夫 / 郡司 東男

64 G0011013 2 柳川 嘉夫 小平Ｔ．Ｃ    

G0000394 郡司 東男 金子ＧＴＡ


