
男子ダブルス ７５歳以上

登録No Seed name 1R 2R QF SF F

1 G0002530 1 東 恭平 成城スクエアテニスクラブ

G0004373 猪熊 研二 東京ローンテニスクラブ 東 恭平 / 猪熊 研二

2 bye    

bye 東 恭平 / 猪熊 研二

3 G0000088 岡崎 憲二 明治神宮外苑テニスクラブ 76(2) 62  

G0015574 篠田 忠 明治神宮外苑テニスクラブ 岡崎 憲二 / 篠田 忠

4 G0012375 川端 正志 日本大学テニス部桜門会 63 61  

大河内 久 湘南ﾌｱﾐﾘｰTC 東 恭平 / 猪熊 研二

5 G0013652 加地 鐵郎 桜台テニスクラブ 46 61 10-6 

新納 一男 桜台テニスクラブ 安永 義昭 / 黒須 美幸

6 G0010905 安永 義昭 川崎テニスクラブ 62 61  

G0019588 黒須 美幸 レニクス 深井 克彦 / 福山 岩男

7 G0018694 若菜 稔 成城スクウェア 64 62  

G0012161 廣田 俊郎 ＳＧＴクラブ 深井 克彦 / 福山 岩男

8 G0017014 5～8 深井 克彦 ＣＴＡ 63 63  

G0012041 福山 岩男 アートヒルテニスクラブ 船引 孝昭 / 瀧口 勝

9 G0007406 3～4 大澤 三千男 横浜スポーツマンクラブ 61 61  

G0006020 後藤 達生 茅ヶ崎ローゼＴＣ 大澤 三千男 / 後藤 達生

10 bye    

bye 佐藤 和弘 / 西 淳二

11 藤井 恒夫 ポプラ倶楽部 36 64 10-5 

G0012213 藤井 正夫 ポプラ倶楽部 佐藤 和弘 / 西 淳二

12 G0016891 佐藤 和弘 中原テニスクラブ 62 60  

G0012818 西 淳二 中原テニスクラブ 船引 孝昭 / 瀧口 勝

13 G0010237 高橋 邦輔 京王テニスクラブ 60 64  

G0010292 吉岡 勉 相模原ねんりんテニスクラブ 高橋 邦輔 / 吉岡 勉

14 G0000017 尾台 正司 明治神宮外苑テニスクラブ 76(3) 76(3)  

G0002899 中村 誠一 明治神宮外苑テニスクラブ 船引 孝昭 / 瀧口 勝

15 G0008895 伊藤 元夫 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 61 64  

G0014620 加藤 文男 稲門テニスクラブ 船引 孝昭 / 瀧口 勝

16 G0012083 5～8 船引 孝昭 八王子アイビーテニスクラブ 61 75  WINNER

G0000104 瀧口 勝 三菱化学 生川 芳久 / 鈴木 博武

17 G0002849 5～8 津上 孟士 和泉テニスクラブ 61 61  

G0000014 高瀬 健二 川崎テニスクラブ 津上 孟士 / 高瀬 健二

18 bye    

bye 津上 孟士 / 高瀬 健二

19 G0017814 深見 矩光 八王子アイビーテニスクラブ 64 75  

G0017760 万田 勝彦 八王子アイビーテニスクラブ 深見 矩光 / 万田 勝彦

20 G0009020 有本 誠一郎 鎌倉ローンテニス倶楽部 62 62  

G0001364 喜多方 直義 フォールート 磯田 憲佑 / 向高 祐寿

21 G0016176 元治 一雄 東京都ＴＡ 26 64 10-6 

G0017999 高原 寿雄 平和台テニスクラブ 高橋 敏雄 / 塩沢 清和

22 G0011089 高橋 敏雄 成城スクエアテニスクラブ 62 64  

G0011114 塩沢 清和 成城スクエアＴＣ 磯田 憲佑 / 向高 祐寿

23 bye 64 62  

bye 磯田 憲佑 / 向高 祐寿

24 G0000419 3～4 磯田 憲佑 フェニックススポーツ    

G0002064 向高 祐寿 シードアヤセテニスクラブ 生川 芳久 / 鈴木 博武

25 G0018564 5～8 出浦 伸之助 殿山テニスガーデン 62 61  

G0019905 畠野 治男 千葉県テニス協会個人会員 出浦 伸之助 / 畠野 治男

26 bye    

bye 北川 四郎 / 梅沢 洋二

27 G0009208 北川 四郎 武蔵野ローンテニスクラブ 63 63  

G0002599 梅沢 洋二 月見野ローンテニスクラブ 北川 四郎 / 梅沢 洋二

28 G0010532 佐藤 暢芳 茨城県シニアテニス連盟 62 63  

G0013722 大峠 昌功 フォールート 生川 芳久 / 鈴木 博武

29 G0006126 松尾 正親 航空管制 62 61  

G0020077 覚張 優 クラブ秩父富士 小澤 琢磨 / 橋山 立身

30 G0006224 小澤 琢磨 荏原ＳＳＣ 64 67(5) 10-7 

G0007405 橋山 立身 ケンウッドテニスクラブ 生川 芳久 / 鈴木 博武

31 bye 62 75  

bye 生川 芳久 / 鈴木 博武

32 G0005775 2 生川 芳久 東京ローンテニスクラブ    

G0005266 鈴木 博武 横浜インターナショナルテニスコミュニティ

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


