
D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

男子シングルス 35歳以上
登録No Seed Name 1R 2R QF SF F

1 G0020495 1 向 和彦 アポロコーストテニスクラブ 向 和彦
優勝 ： 484

2 bye

   

向 和彦
準優勝 ： 339

3 G0021768 中村 輝信 川崎市役所 中村 輝信

75 64  
ベスト4 ： 237

4 G0022883 井上 拓郎 リエゾンTS千葉

64 64  

向 和彦
3R ： 166

5 G0022276 木暮 秀明 すがの台テニスクラブ 濱木 貴央

61 62  
2R ： 116

6 G0021055 濱木 貴央 ニューフロンティアテニスクラブ

06 61 10-8 

竹中 崇
1R ： 12

7 G0022175 若林 剛 テニスユニバース 竹中 崇

76(3) 60  

8 G0022404 5～8 竹中 崇 ARES

61 62  

向 和彦

9 G0022324 3～4 竹中 亮馬 テニスユニバース 竹中 亮馬

62 16 10-8 

10 bye

   

竹中 亮馬

11 G0022267 櫻井 善啓 杉田ゴルフ場テニスコート 樋尾 研郎

63 26 11-9 

12 G0022884 樋尾 研郎 ウッドテニス

61 60  

竹中 亮馬

13 G0022545 柴田 貴之 フミヤエース市川TA 牧野 正洋

63 60  

14 G0022914 牧野 正洋 JITC

61 60  

尾崎 陽

15 G0021622 木内 俊祐 YMCAテニススクール 尾崎 陽

61 76(4)  

16 G0020529 5～8 尾崎 陽 ダンロップインドアテニススクール根岸

60 62  

17 G0022263 5～8 辻 雄介 明治神宮外苑テニスクラブ 村松 雄太

18 G0022854 村松 雄太 クレールインドアテニススクール

46 61 10-3 

村松 雄太

19 G0020854 伊藤 亮房 GODAI 白楽 小林 健一郎

61 63  

20 G0021192 小林 健一郎 ゼロ＆スクェア

57 32  RET

村松 雄太

21 G0022240 桜井 淳 テニスユニバース 齋藤 聡

63 36 10-6 

22 G0019229 齋藤 聡 足利ラヴ・オール

62 36 11-9 

浜田 雄介

23 bye 浜田 雄介

60 61  

24 G0022582 3～4 浜田 雄介 東京都TA

   

村松 雄太

25 G0021217 5～8 杉山 賢明 ニューフロンティアテニスクラブ 杉山 賢明

01   RET

26 G0021034 藤平 一成 アイエックス・ナレッジ

63 62  

杉山 賢明

27 G0021304 松尾 浩史 テニスユニバース 横川 裕之

61 63  

28 G0021025 横川 裕之 VIVID

76(7) 36 10-7 

杉山 賢明

29 G0022144 柴田 愼 テニスカレッジやよい台 柴田 愼

46 65  RET

30 G0022089 長谷部 良浩 TTA

61 63  

野邊地 隼人

31 bye 野邊地 隼人

62 62  

32 G0021667 2 野邊地 隼人 西武鉄道

   

WINNER

向 和彦
62   RET



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

男子シングルス 40歳以上
登録No Seed Name 1R 2R 3R QF SF F

1 G0017617 1 小野塚 英一 ROFT 小野塚 英一 優勝 ： 551

2 bye    小野塚 英一 準優勝 ： 385

3 G0018594 八木 崇 JITC 與那嶺 真吾 62 62  ベスト4 ： 270

4 G0022845 與那嶺 真吾 K‐powers 63 53  RET 小野塚 英一 4R ： 189

5 G0022703 山本 圭 おはよーテニス 山本 圭    W.O. 3R ： 132

6 bye    山本 圭 2R ： 92

7 bye 菊地 俊介 63 26 10-8 1R ： 12

8 G0022529 13～16 菊地 俊介 大森テニスクラブ    小野塚 英一

9 G0022638 9～12 坂井 保友 テニスユニバース 目白 坂井 保友 60 61  

10 bye    古瀬 康介

11 bye 古瀬 康介    W.O.

12 G0022230 古瀬 康介 リクルートホールディングス    古瀬 康介

13 G0022771 江川 潤 ＶＩＰ・ＴＯＰグループ 江川 潤 76(5) 26 10-7 

14 bye    広末 達也

15 bye 広末 達也 63 61  

16 G0019058 5～8 広末 達也 ABTA    穐山 延将

17 G0022319 3～4 穐山 延将 ルネサンス水戸 穐山 延将    W.O.

18 bye    穐山 延将

19 bye 加藤 航介 62 63  

20 G0022280 加藤 航介 スポーツラーニング    穐山 延将

21 G0017746 大山 太郎 桜テニスクラブ 大山 太郎    W.O.

22 bye    藤瀬 直樹

23 bye 藤瀬 直樹 61 62  

24 G0020196 13～16 藤瀬 直樹 メガロス横浜天王町    穐山 延将

25 G0022470 9～12 杉澤 慎介 テニス探求塾 杉澤 慎介 63 63  

26 bye    杉澤 慎介

27 bye 米澤 英樹 61 61  

28 G0022346 米澤 英樹 杉田ゴルフ場テニスコート    杉澤 慎介

29 G0022852 坂入 隆一 リビエラ逗子マリーナTS 坂入 隆一 64 75  

30 bye    渋谷 一義

31 bye 渋谷 一義    W.O. WINNER
32 G0021251 5～8 渋谷 一義 TOPインドアステージ亀戸    穐山 延将
33 G0020145 5～8 中澤 渉 エリステニスクラブ 中澤 渉 63 26 13-11 

34 bye    中澤 渉

35 bye 関根 陽平    W.O.

36 G0017695 関根 陽平 テニス探求塾    中澤 渉

37 G0021257 伊藤 智弘 リーヴＴＣ 伊藤 智弘    W.O.

38 bye    伊藤 智弘

39 bye 林 恒希    W.O.

40 G0022019 9～12 林 恒希 エバーグリーンTF横浜    廣澤 賢

41 G0020319 13～16 川添 章 サトウGTC 川添 章 60 16 10-6 

42 bye    川添 章

43 bye 八田 一彦 76(2) 60  

44 G0022154 八田 一彦 BOUNCER    廣澤 賢

45 G0021830 杉山 雄生 竜南テニスクラブ 杉山 雄生 64 62  

46 bye    廣澤 賢

47 bye 廣澤 賢 63 61  

48 G0018943 3～4 廣澤 賢 ジョッキアーモテニスクラブ    本田 充生

49 G0020525 5～8 根本 修宏 大田区テニス連盟 根本 修宏 61 61  

50 bye    根本 修宏

51 bye 中村 康仁 60 61  

52 G0018388 中村 康仁 クレールインドアテニススクール    根本 修宏

53 G0019864 村田 智志 BLACKSOX 村田 智志 62 63  

54 bye    村田 智志

55 bye 杉山 裕通 36 63 10-3 

56 G0021866 9～12 杉山 裕通 アクティブテニス幸手    本田 充生

57 G0018735 13～16 新井 崇志 庭球三田会 新井 崇志 46 62 10-6 

58 bye    新井 崇志

59 bye 北村 将郎 62 64  

60 北村 将郎 青梅市テニス協会    本田 充生

61 G0022811 安武 一 チームオクヤマ 安武 一 62 62  

62 G0016343 坂牧 弘道 TOPインドアステージ亀戸 62 60  本田 充生

63 bye 本田 充生 62 64  

64 G0021460 2 本田 充生 MTF    



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

男子シングルス 45歳以上
登録No Seed Name 1R 2R 3R QF SF F

1 G0020499 1 長谷川 尚之 TI－CUBE 長谷川 尚之 優勝 ： 551

2 bye    長谷川 尚之 準優勝 ： 385

3 G0022801 河村 智宏 コナミスポーツクラブ狭山 河村 智宏 60 61  ベスト4 ： 270

4 田中 拓 明治神宮外苑テニスクラブ 04   RET 長谷川 尚之 4R ： 189

5 G0020450 鈴木 伸洋 ソニー厚木 鈴木 伸洋 62 62  3R ： 132

6 G0022573 橋本 進也 BLACKSOX 75 67(3) 10-8 直原 浩司 2R ： 92

7 G0022492 小川 浩二 桜テニスクラブ 直原 浩司 63 75  1R ： 12

8 G0020168 13～16 直原 浩司 杉田ゴルフ場テニスコート 62 76(3)  長谷川 尚之

9 G0021844 9～12 内山 正樹 袖ヶ浦ローンテニスクラブ 内山 正樹 62 62  

10 G0022789 小池 真 ナイスク 62 64  内山 正樹

11 G0020117 小川原 謙一 まいるど 小山 紀三男 64 64  

12 G0016346 小山 紀三男 Cedars Indoor Tennis School 湘南台 61 60  武藤 哲哉

13 G0021435 牧子 洋一 テニスユニバース 小関 繁 64 64  

14 G0020368 小関 繁 おはよーテニス 46 64 11-9 武藤 哲哉

15 G0022294 大竹 順 tenir 武藤 哲哉 60 61  

16 G0017819 5～8 武藤 哲哉 東京ＹＭＣＡテニススクール 61 61  長谷川 尚之

17 G0022028 3～4 斉藤 和裕 マス・ガイアテニスクラブ 斉藤 和裕 75 64  

18 G0020273 早崎 卓也 東京法曹テニスクラブ 76(7) 62  斉藤 和裕

19 G0017991 小口 善寛 ルネサンス天王町 小口 善寛 61 60  

20 G0022738 田口 昌寛 東京都TA 62 76(0)  斉藤 和裕

21 G0022885 纐纈 仁 スポーツラーニング 荒木 秀 61 60  

22 G0021672 荒木 秀 赤門テニスクラブ 62 63  野崎 剛

23 G0012131 秋山 太郎 おはよーテニス 野崎 剛 64 64  

24 G0021154 13～16 野崎 剛 ITC与野 64 30  RET 斉藤 和裕

25 G0018425 9～12 山里 徳郎 こども音育ひろばリトモ 山里 徳郎 60 63  

26 G0020787 中村 文哉 ナイキジャパン 63 61  山里 徳郎

27 G0000168 津田 琢麿 荏原ＳＳＣ 森下 裕之 60 61  

28 G0022782 森下 裕之 明治神宮外苑テニスクラブ 61 63  山里 徳郎

29 G0022501 大川 宏之 湘南ハンドレッド 井上 知行 63 36 10-6 

30 G0022085 井上 知行 森下ITA 61 63  柳内 崇

31 G0019569 柳内 崇 大正セントラル目白 柳内 崇 64 61  WINNER
32 G0018262 5～8 鳥海 哲也 サンコウ電子研究所 63 75  大川原 知史

33 G0016633 5～8 田渕 健次郎 タチバナクラブ 田渕 健次郎 63 57 10-8 

34 G0016943 大嶌 貴 コナミスポーツクラブ狭山 60 61  田渕 健次郎

35 G0022872 沼尻 真司 伊藤忠商事 深谷 典央 60 63  

36 G0021647 深谷 典央 VIP・TOPグループ 61 61  田渕 健次郎

37 G0023012 奥村 雄彦 葉山テニス 西口 隆也 61 64  

38 G0017163 西口 隆也 メガロス綱島 76(2) 76(5)  有沢 恭吾

39 G0022740 有沢 恭吾 健楽園 有沢 恭吾 64 63  

40 G0017650 9～12 小林 文祐 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 64 57 10-4 伊藤 英治

41 G0015445 13～16 佐藤 貴之 セサミT.S三鷹 佐藤 貴之 63 61  

42 G0017357 大谷 直人 アイ・テニスクラブ 36 63 10-7 柳澤 則在

43 G0022030 柳江 淳宏 ITC 柳澤 則在 63 64  

44 G0022303 柳澤 則在 リトルプリンステニスクラブ 62 26 10-8 伊藤 英治

45 G0019311 石崎 雅和 薬師寺テニスカレッジ湘南 伊崎 正洋 60 60  

46 G0021249 伊崎 正洋 大正セントラル目白    W.O. 伊藤 英治

47 G0022350 井上 博樹 明治神宮外苑テニスクラブ 伊藤 英治 61 62  

48 G0016518 3～4 伊藤 英治 ブリヂストンテニスハウス浦和 60 61  大川原 知史

49 G0020193 5～8 吉見 信孝 京王テニスクラブ 吉見 信孝 63 63  

50 G0022860 野田 直樹 東京TA    W.O. 吉見 信孝

51 G0018538 春原 洋一 Comrade 小林 正樹 63 60  

52 G0018327 小林 正樹 おはよーテニス 64 60  吉見 信孝

53 藤本 聡 M45TC 藤本 聡 61 60  

54 G0021865 村野 英樹 ヤナギ 60 60  金丸 恭弘

55 G0021033 川口 弘嗣 筑紫野ローンテニスクラブ 金丸 恭弘 64 63  

56 G0020681 9～12 金丸 恭弘 テニスプラザ戸塚 62 76(3)  大川原 知史

57 G0016226 13～16 浅海 健一 新座ローンテニスクラブ 浅海 健一 62 61  

58 G0019320 道端 堅太郎 札幌ＬＴＣ 61 62  浅海 健一

59 G0022328 足立 充生 湘南インドアTS 福島 大輔 61 64  

60 G0017195 福島 大輔 ＡＴＣ 61 64  大川原 知史

61 G0021651 藤川 久 ルーセントテニスクラブ奈良 松本 和之 62 16 10-3 

62 G0021877 松本 和之 杉田ゴルフ場テニスコート 62 75  大川原 知史

63 G0018532 津浦 隆之 フィナリスタ 大川原 知史 61 63  

64 G0018396 2 大川原 知史 ロブィング 62 63  



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

男子シングルス 50歳以上
登録No Seed Name 1R 2R 3R 4R QF SF

1 G0014210 1 山下 幸志 松山下SC 山下 幸志 優勝 ： 551

2 bye    阪口 洋 準優勝 ： 385

3 G0014965 鈴木 和彦 足利ラヴ・オール 阪口 洋    W.O. ベスト4 ： 270

4 G0022281 阪口 洋 湘南テニスクラブ    W.O. 橋本 康 5R ： 189

5 G0015109 加地 一章 おはよーテニス 加地 一章 63 62  4R ： 132

6 bye    橋本 康 3R ： 92

7 bye 橋本 康 62 62  2R ： 64

8 G0003915 橋本 康 松戸テニスクラブ    原田 諭 1R ： 12

9 G0022409 矢口 達也 ルネサンス棚倉 矢口 達也 63 46 12-10 

10 bye    矢口 達也

11 bye 室谷 健 64 61  

12 G0018736 室谷 健 ノア・インドアステージ武蔵浦和    原田 諭

13 G0021961 中山 昌之 イースタンテニスクラブ 中山 昌之 60 63  

14 G0017006 松本 努 e-tennis 63 60  原田 諭

15 bye 原田 諭 64 42  RET

16 G0021909 13～16 原田 諭 明治神宮外苑テニスクラブ    太田 茂晴

17 G0020190 9～12 中川 健 東京グリーンテニスクラブ 中川 健 60 61  

18 bye    中川 健

19 G0016609 井手 大策 スポーツラーニング 井手 大策    W.O.

20 G0002543 猪狩 洋一 TGレニックス 63 64  中川 健

21 G0020649 長谷川 修 TEAM YU-YU 長谷川 修 63 36 10-6 

22 bye    長谷川 修

23 bye 崎田 寧史    W.O.

24 G0021607 崎田 寧史 チームオクヤマ    太田 茂晴

25 G0022336 高橋 元 関町ローンテニスクラブ 高橋 元 63 62  

26 bye    近藤 勝己

27 bye 近藤 勝己 62 64  

28 G0021853 近藤 勝己 フェローズインドアテニス    太田 茂晴

29 G0022379 山岸 茂夫 TOPインドアステージ氷川台 小林 リュウ 60 60  

30 G0020524 小林 リュウ 目黒テニスクラブ 64 16 11-9 太田 茂晴

31 bye 太田 茂晴 60 62  A

32 G0000765 5～8 太田 茂晴 Leads    太田 茂晴

33 G0002122 3～4 渋谷 浩之 テニスユニバース 渋谷 浩之 63 36 10-3 

34 bye    倉田 和弥

35 G0022524 倉田 和弥 明治神宮外苑テニスクラブ 倉田 和弥    W.O.

36 G0022191 神田 実 馬込テニスクラブ 57 63 10-6 倉田 和弥

37 G0020883 大庭 薫雄 杉田ゴルフ場テニスコート 大庭 薫雄 64 64  

38 bye    高橋 正勝

39 bye 高橋 正勝 76(4) 62  

40 G0014465 高橋 正勝 T-2000    高橋 義人

41 G0021165 田村 節 バルヴェール 田村 節 46 61 10-4 

42 bye    高橋 浩二

43 bye 高橋 浩二 75 63  

44 G0022622 高橋 浩二 調布市テニス連盟    高橋 義人

45 G0021516 安村 俊己 三鷹市テニス協会 安村 俊己 61 61  

46 G0022414 匹田 岳人 昭和の森テニススクール 62 32  RET 高橋 義人

47 bye 高橋 義人 60 60  

48 G0018942 13～16 高橋 義人 StrongZ    寺澤 健太郎

49 G0019365 9～12 早坂 幸雄 亀の甲山テニスクラブ 早坂 幸雄 63 62  

50 bye    早坂 幸雄

51 G0021309 遠藤 隆史 あざみ野ローンテニスクラブ 遠藤 隆史 46 61 10-8 

52 G0018261 延原 賢治 朝霞グリーンテニスクラブ 63 60  早坂 幸雄

53 G0006055 細井 聡 AQUABELLE 細井 聡 64 60  

54 bye    細井 聡

55 bye 高野 量平 67(4) 60 11-9 

56 G0017930 高野 量平 Tennis Team PAO    寺澤 健太郎

57 G0017367 名富 潤 大正セントラルTC目白 名富 潤 64 67(8) 10-5 

58 bye    長谷川 泰宏

59 bye 長谷川 泰宏 62 62  

60 G0017117 長谷川 泰宏 IHSMテニスアリーナ松戸    寺澤 健太郎 F

61 G0020573 本釜 一幸 ザ・リッツ・カールトン東京 大纒 仁 62 30  RET 太田 茂晴 WINNER
62 G0022755 大纒 仁 HONDA ＴＣ 64 64  寺澤 健太郎 吉川 剛志
63 bye 寺澤 健太郎    W.O. 吉川 剛志 06 76(5) 10-7

64 G0019020 5～8 寺澤 健太郎 おはよーテニス    



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

男子シングルス 50歳以上
登録No Seed Name 1R 2R 3R 4R QF SF

65 G0014905 5～8 水主 直人 あわっこくらぶ 水主 直人

66 bye    坂田 憲一

67 G0020623 坂元 次郎 杉並区テニス連盟 坂田 憲一    W.O.

68 G0021962 坂田 憲一 荒川区テニス連盟 63 76(4)  坂田 憲一

69 G0017284 鶴見 嘉弘 明治神宮外苑テニスクラブ 鶴見 嘉弘 61 64  

70 bye    小川 浩司

71 bye 小川 浩司 64 63  

72 G0018703 小川 浩司 屋島テニスクラブ    臼井 武士

73 G0015030 難波 広 BMWJ 難波 広 60 60  

74 bye    坂下 友也

75 bye 坂下 友也 63 75  

76 G0021416 坂下 友也 チームウィンフィールド    臼井 武士

77 G0021636 飛川 博信 BMTC 飛川 博信 60 60  

78 G0019914 野原 健児 MTH    W.O. 臼井 武士

79 bye 臼井 武士 60 60  

80 G0012289 9～12 臼井 武士 コナミスポーツ    臼井 武士

81 G0016467 13～16 鈴木 康之 あわっこくらぶ 鈴木 康之 63 64  

82 bye    鈴木 康之

83 G0016315 小山 義孝 チームオクヤマ 水谷 秀之 63 62  

84 G0016917 水谷 秀之 アレスマイスター 67(3) 61 10-3 鈴木 康之

85 G0021500 二宮 真彦 セサミ大船 二宮 真彦 60 61  

86 bye    宮 雅巳

87 bye 宮 雅巳 62 57 10-6 

88 G0021552 宮 雅巳 オーチャードグリーンテニスクラブ    鈴木 康之

89 G0019986 坂本 明 東急あざみ野テニスガーデン 坂本 明 62 64  

90 bye    井上 和実

91 bye 井上 和実 62 60  

92 G0022600 井上 和実 渋谷区テニス連盟    村上 憲生

93 G0021689 石井 学 ラケットdeトコロテン 石井 学 62 60  

94 G0022098 大熊 和章 COSMOテニスクラブ    W.O. 村上 憲生

95 bye 村上 憲生 36 75 10-7 B

96 G0019931 3～4 村上 憲生 京王シルキーウインズ    吉川 剛志

97 G0019461 5～8 瀬沼 洋二 テニスプラザ戸塚 瀬沼 洋二 75 75  

98 bye    竹村 愼治

99 G0022283 竹村 愼治 J.Breaks 竹村 愼治    W.O.

100 G0020108 吉井 克友 ITT 46 76(5) 10-5 竹村 愼治

101 G0021376 田渕 信太郎 タチバナクラブ 田渕 信太郎    W.O.

102 bye    峰岸 学

103 bye 峰岸 学 26 31  RET

104 G0018409 峰岸 学 水郷インドアテニスアカデミー    バーゲンソール ケネス

105 G0022126 バーゲンソール ケネス YCAC バーゲンソール ケネス 61 61  

106 bye    バーゲンソール ケネス

107 bye 藍川 伸雄 64 64  

108 G0017220 藍川 伸雄 紙敷テニスクラブ    バーゲンソール ケネス

109 G0011284 桶谷 武彦 おはよーテニス 桶谷 武彦 61 26 11-9 

110 G0021939 大場 俊彦 湘南テニスクラブ 63 62  大野 雅仁

111 bye 大野 雅仁 36 62 10-6 

112 G0006120 9～12 大野 雅仁 横須賀テニスクラブ    吉川 剛志

113 G0020220 13～16 鈴木 元彦 明治神宮外苑テニスクラブ 鈴木 元彦 64 61  

114 bye    鈴木 元彦

115 G0019987 小板橋 裕 ESSC 小板橋 裕 62 62  

116 G0022475 中村 雄二郎 本厚木ローンテニスクラブ 62 75  鈴木 元彦

117 G0014622 佐俣 孝治 西武鉄道 佐俣 孝治 64 76(6)  

118 bye    佐俣 孝治

119 bye 渡部 雅人 60 60  

120 G0015086 渡部 雅人 バルヴェール    吉川 剛志

121 G0022708 松本 安永 マイ・コンシェルジュ 松本 安永 63 62  

122 bye    奥村 尚弘

123 bye 奥村 尚弘    W.O.

124 G0018450 奥村 尚弘 東宝調布テニスクラブ    吉川 剛志

125 G0020978 櫟木 明 東京都TA 加藤 康次 61 62  

126 G0021306 加藤 康次 東京都ＴＡ    W.O. 吉川 剛志

127 bye 吉川 剛志    W.O.

128 G0002085 2 吉川 剛志 鎌倉宮カントリーT.C    



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

男子シングルス 55歳以上
登録No Seed Name 1R 2R 3R 4R QF SF

1 G0006134 1 鈴木 光弘 イースタンテニスクラブ 鈴木 光弘 優勝 ： 551

2 bye    鈴木 光弘 準優勝 ： 385

3 G0019883 新村 健 東京ローンテニスクラブ 新村 健 60 61  ベスト4 ： 270

4 G0022435 新村 知之 善福寺公園テニスクラブ 16 64 10-6 鈴木 光弘 5R ： 189

5 G0015960 田中 淳一 湘南平テニスクラブ 田中 淳一 46 64 10-5 4R ： 132

6 bye    向井 創 3R ： 92

7 bye 向井 創 61 63  2R ： 64

8 G0022589 向井 創 相模原グリーンテニスクラブ    鈴木 光弘 1R ： 12

9 G0016045 樋口 高夫 保原テニスクラブ 樋口 高夫 63 76(3)  

10 bye    徳久 収

11 bye 徳久 収 26 75 10-8 

12 G0012046 徳久 収 横浜ガーデンテニスクラブ    秋山 敏行

13 G0015941 三田 達治 マサスポーツシステム 三田 達治 61 60  

14 bye    秋山 敏行

15 bye 秋山 敏行 62 61  

16 G0006262 13～16 秋山 敏行 にこにこTC    鈴木 光弘

17 G0006260 9～12 小澤 喜英 京王テニスクラブ 小澤 喜英 63 61  

18 bye    小澤 喜英

19 bye 前原 和人 61 46 10-4 

20 G0021633 前原 和人 所沢ウイング    小澤 喜英

21 G0008130 山下 隆之 ライト・テニス・サークル 山下 隆之    W.O.

22 bye    北山 博則

23 bye 北山 博則 61 61  

24 G0015201 北山 博則 立野ローンテニスクラブ    小澤 喜英

25 G0017170 米川 実 チーム坂本 米川 実 62 61  

26 bye    坂爪 操

27 bye 坂爪 操 64 62  

28 G0016355 坂爪 操 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ    武笠 輝久

29 G0020051 舩津 雅弘 リバティクロス 星 正恒    W.O.

30 G0022123 星 正恒 テニス探求塾 60 61  武笠 輝久

31 bye 武笠 輝久 60 62  A

32 G0010273 5～8 武笠 輝久 アップルテニスクラブ    高柳 均

33 G0000154 3～4 戸木 教夫 ISHII.TA 戸木 教夫 75 62  

34 bye    戸木 教夫

35 G0021814 古城門 晋 明治神宮外苑テニスクラブ 古城門 晋 64 75  

36 G0022371 大島 務 小平テニス クラブ 61 61  戸木 教夫

37 G0021083 井田 峰男 チームN'B 井田 峰男 63 63  

38 bye    井田 峰男

39 bye 坂口 晴雄 63 63  

40 G0016370 坂口 晴雄 東京都TA    戸木 教夫

41 G0020000 吉川 実 テニスユナイテッド 吉川 実 63 63  

42 bye    二宮 弘次

43 bye 二宮 弘次    W.O.

44 G0022920 二宮 弘次 北市川スポーツクラブ    金子 幸男

45 G0021652 黒川 晴之 東宝調布テニスクラブ 黒川 晴之 63 43  RET

46 bye    金子 幸男

47 bye 金子 幸男 63 61  

48 G0015833 13～16 金子 幸男 佐野サンライズ    高柳 均

49 G0003532 9～12 高柳 均 テニスユニバース 高柳 均 62 62  

50 bye    高柳 均

51 bye 伊藤 幸一 61 61  

52 G0021712 伊藤 幸一 京王テニスクラブ    高柳 均

53 G0006027 小林 英一 ＫＲＣチャレンジ 小林 英一 61 61  

54 bye    篠田 昇

55 bye 篠田 昇 43   RET

56 G0021784 篠田 昇 CTA    高柳 均

57 G0015977 田中 耕太 サントピアテニスクラブ 田中 耕太 63 63  

58 bye    田中 耕太

59 bye 野間 明 61 61  

60 G0006067 野間 明 ノーマン・アッキーラ    田中 耕太 F

61 G0016690 浅野 哲 パサニアテニスクラブ 山田 幸輝 61 75  高柳 均 WINNER
62 G0021210 山田 幸輝 中央林間テニスクラブ 64 64  Mic Muko 辻 孝彦
63 bye Mic Muko 76(3) 34  RET 辻 孝彦 62 75
64 G0009401 5～8 Mic Muko TTN's    



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

男子シングルス 55歳以上
登録No Seed Name 1R 2R 3R 4R QF SF

65 G0013078 5～8 丸本 雄彦 サンランドロイヤルテニスクラブ 丸本 雄彦

66 bye    丸本 雄彦

67 G0022349 牛澤 文孝 WAFU 牛澤 文孝 64 61  

68 G0016569 野中 一浩 ダブルライン 75 63  丸本 雄彦

69 G0007586 雑賀 勇 パサニアテニスクラブ 雑賀 勇 61 62  

70 bye    雑賀 勇

71 bye 松田 浩 75 36 10-8 

72 G0021724 松田 浩 チームウインフィールド    木田 聖一

73 G0018920 中野 康之 アップルテニスクラブ 中野 康之 62 62  

74 bye    中野 康之

75 bye 下村 忠 62 63  

76 G0012085 下村 忠 町田ローンT･C    木田 聖一

77 G0018356 竹内 聖 大正セントラルＴＣ目白 竹内 聖 62 76(7)  

78 bye    木田 聖一

79 bye 木田 聖一 61 62  

80 G0001186 9～12 木田 聖一 ジュエインドアテニス    福本 哲

81 G0012429 13～16 福本 哲 相模原グリーンテニスクラブ 福本 哲 57 64 10-8 

82 bye    福本 哲

83 bye 福田 仁 61 62  

84 G0020075 福田 仁 (株)ADEKA    福本 哲

85 G0019084 藤井 泰夫 チームオクヤマ 藤井 泰夫 64 60  

86 bye    藤井 泰夫

87 bye 渡邊 茂男 60 76(3)  

88 G0016317 渡邊 茂男 日立製作所ソフトウェア事業部硬式テニス部    福本 哲

89 G0000139 古川 靖之 明治神宮外苑テニスクラブ 古川 靖之 63 64  

90 bye    古川 靖之

91 bye 小西 洋史 60 60  

92 G0022467 小西 洋史 新座市テニス協会    古川 靖之

93 G0021695 中村 健 富士ゼロックス 中村 健 16 63 10-3 

94 G0020710 石井 徹 ＭＳ＆ＡＤ三井住友海上 62 63  井田 薫

95 bye 井田 薫 60 46 10-3 B

96 G0020214 3～4 井田 薫 高崎水曜会    辻 孝彦

97 G0020905 5～8 舩渡 雄一朗 日置クラブ 舩渡 雄一朗 64 36 10-5 

98 bye    舩渡 雄一朗

99 G0014525 市川 雅幸 イースタンテニスクラブ 市川 雅幸    W.O.

100 G0021565 稲葉 実 庭球塾 61 63  舩渡 雄一朗

101 G0016002 小山 鑑明 テニスユナイテッド 小山 鑑明 63 61  

102 bye    重光 力

103 bye 重光 力 60 75  

104 G0021583 重光 力 東京ローンテニスクラブ    谷 嘉明

105 G0018408 梶谷 俊夫 稲門テニス倶楽部 梶谷 俊夫 60 62  

106 bye    谷 嘉明

107 bye 谷 嘉明 46 63 10-5 

108 G0011081 谷 嘉明 文京区テニス協会    谷 嘉明

109 G0020187 鎌田 譲 サントピアテニスクラブ 鎌田 譲 61 60  

110 bye    和知 利郎

111 bye 和知 利郎 62 20  RET

112 G0008845 9～12 和知 利郎 55クラブ    辻 孝彦

113 G0000122 13～16 野本 剛志 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 野本 剛志 63 63  

114 bye    野本 剛志

115 bye 下岡 壽 64 63  

116 G0008587 下岡 壽 TENNIS SUNRISE    野本 剛志

117 G0020032 福嶋 史郎 CTA個人会員 福嶋 史郎 61 60  

118 bye    宇野 直樹

119 bye 宇野 直樹 61 61  

120 G0000943 宇野 直樹 ルネサンス    辻 孝彦

121 霜田 良雄 京王テニスクラブ 霜田 良雄 61 61  

122 bye    霜田 良雄

123 bye 佐々木 和之 61 63  

124 G0012629 佐々木 和之 美原の森テニスガーデン    辻 孝彦

125 G0021344 黒須 秀和 東大宮テニスクラブ 松本 全弘 60 63  

126 G0022201 松本 全弘 T2 BUDDY 63 76(2)  辻 孝彦

127 bye 辻 孝彦 60 60  

128 G0000137 2 辻 孝彦 M.I.T.C.(南町田インターナショナルテニスカレッジ)    



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

男子シングルス 60歳以上
登録No Seed Name 1R 2R 3R 4R QF SF

1 G0001928 1 廣岡 孝通 プロ・KPI 廣岡 孝通 優勝 ： 551

2 bye    廣岡 孝通 準優勝 ： 385

3 G0020011 芝田 好司 GODAIテニスカレッジ 芝田 好司 60 60  ベスト4 ： 270

4 G0021338 中嶋 敏 ウエストグリーンテニスクラブ    W.O. 廣岡 孝通 5R ： 189

5 G0020124 鈴木 秀明 ＮＴＴ東日本・千葉 鈴木 秀明 61 60  4R ： 132

6 bye    鈴木 秀明 3R ： 92

7 bye 井上 啓造 64 36 10-5 2R ： 64

8 G0022741 井上 啓造 下川井テニスクラブ    廣岡 孝通 1R ： 12

9 G0020464 鬼木 英治 石神井ローンテニスクラブ 鬼木 英治 61 60  

10 bye    田原 洋一

11 G0015425 山本 浩 ALWAYS TENNIS SCHOOL 田原 洋一 36 64 10-7 

12 G0015827 田原 洋一 高松ローンテニスクラブ    W.O. 山下 修二

13 G0019296 山下 修二 TENNEX 山下 修二 61 60  

14 G0019015 藤巻 秀夫 平岸ロイヤルテニスクラブ 61 63  山下 修二

15 bye 小野 晃 64 76(3)  

16 G0014266 13～16 小野 晃 シダーズＴＣ    廣岡 孝通

17 G0013511 9～12 神山 好弘 キリウテニスクラブ 神山 好弘 60 62  

18 bye    土田 達

19 G0016391 土田 達 武蔵野市テニス連盟 土田 達 64 46 10-7 

20 G0020807 加藤 和紀 サンスクエアテニスカレッジ 61 75  鎌田 幸年

21 G0019102 村田 善保 足立区テニス協会 中鉢 惠一 61 64  

22 G0020381 中鉢 惠一 リトルプリンステニスクラブ 64 63  鎌田 幸年

23 bye 鎌田 幸年 62 63  

24 G0000755 鎌田 幸年 小金井市テニス連盟    鎌田 幸年

25 G0016019 田中 久雄 新座ローンテニスクラブ 田中 久雄 46 75 10-5 

26 bye    小林 文夫

27 G0015509 浦野 健治 薮塚本町テニスクラブ 小林 文夫    W.O.

28 G0019580 小林 文夫 東宝調布TC 76(2) 62  皆川 俊也

29 G0014631 宮坂 安佳 文京区テニス協会 藤次 安行 62 60  

30 G0000210 藤次 安行 草加ローンテニスクラブ 62 60  皆川 俊也

31 bye 皆川 俊也 61 61  A

32 G0003018 5～8 皆川 俊也 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ    廣岡 孝通

33 G0000192 3～4 宮島 信行 亀の甲山テニスクラブ 宮島 信行 64 61  

34 bye    宮島 信行

35 G0011185 二見 一由 小田原テニス倶楽部 二見 一由 63 60  

36 G0006485 前川 和正 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 26 63 10-6 宮島 信行

37 G0021011 高橋 弘一 オレンジヒルテニスクラブ 金川 正治 63 60  

38 G0000951 金川 正治 南林間テニスクラブ 63 26 10-1 金川 正治

39 bye 浅葉 誠    W.O.

40 G0021711 浅葉 誠 横須賀ダイヤランド    宮島 信行

41 G0021754 鈴木 均 ゼロ＆スクエア 鈴木 均 61 57 10-5 

42 bye    渡部 克典

43 G0014785 漆畑 諭樹 新座ローンTC 渡部 克典 63 63  

44 G0016332 渡部 克典 本厚木ローンテニスクラブ 76(4) 62  難波 克行

45 G0021442 宮本 久 チームオクヤマ 宮本 久 63 64  

46 G0022601 濱田 眞樹人 コスモテニスカレッヂ 61 60  難波 克行

47 bye 難波 克行 61 61  

48 G0011417 13～16 難波 克行 町田ローンテニスクラブ    宮島 信行

49 G0011452 9～12 小倉 桂一 あさきTC 小倉 桂一 63 63  

50 bye    小倉 桂一

51 G0008977 森下 裕司 チームウィンフィールド 森下 裕司 63 61  

52 G0019930 馬場 功次 飯能優球人 63 76(5)  磐長谷 知孝

53 G0004641 磐長谷 知孝 オールサムズテニスクラブ 磐長谷 知孝 63 46 10-5 

54 G0000138 須藤 亨 にこにこT.C 62 62  磐長谷 知孝

55 bye 高座 幸彦 60 61  

56 G0022170 高座 幸彦 京王テニスクラブ    小林 修

57 G0022672 永田 知己 テニスユニバース 永田 知己    W.O.

58 bye    前原 長伸

59 G0011435 前原 長伸 木更津 前原 長伸 61 61  

60 G0000891 中島 章蔵 あさいちＴＣ 62 62  小林 修 F

61 G0022357 桜井 保 東京都TA 由利 哲美    W.O. 廣岡 孝通 WINNER
62 G0000135 由利 哲美 NIMS 60 60  小林 修 廣岡 孝通
63 bye 小林 修 63 61  倉島 英造 61 60
64 G0002416 5～8 小林 修 RYTC    



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

男子シングルス 60歳以上
登録No Seed Name 1R 2R 3R 4R QF SF

65 G0013726 5～8 斉藤 清隆 和泉テニスクラブ 斉藤 清隆

66 bye    斉藤 清隆

67 G0022211 菅 隆雄 あざみ野ローンテニスクラブ 菅 隆雄 61 63  

68 G0021031 青木 繁延 稲城市テニス連盟 61 64  斉藤 清隆

69 G0020424 長山 憲明 三鷹市テニス協会 長山 憲明 64 62  

70 G0016983 西場 利夫 ミナミグリーンテニスクラブ 61 64  長山 憲明

71 bye 平野 伸幸 61 62  

72 G0017452 平野 伸幸 リコー    斉藤 清隆

73 G0017576 小沼 文彦 IOTC 小沼 文彦 76(3) 62  

74 bye    今泉 仁

75 G0018240 今泉 仁 ルネサンス幕張 今泉 仁 61 61  

76 G0019668 片桐 良一 長岡ロイヤルテニスクラブ 61 75  山本 俊二

77 G0022893 高根 佳宏 杉並区テニス連盟 長谷部 浩 64 64  

78 G0020157 長谷部 浩 松山下SC 60 60  山本 俊二

79 bye 山本 俊二 63 62  

80 G0019308 9～12 山本 俊二 横浜ガーデンテニスクラブ    植竹 和彦

81 G0016823 13～16 片岡 誠一郎 オレンジヒルテニスクラブ 片岡 誠一郎 36 60 10-5 

82 bye    片岡 誠一郎

83 G0001913 栗山 雅則 ＪＩＴＣ 栗山 雅則 63 61  

84 酒井 康英 光が丘テニスクラブ 61 60  片岡 誠一郎

85 G0021776 山下 晴久 テニスフレンズ町田 萩原 隆之 63 62  

86 G0021793 萩原 隆之 小金井市テニス連盟 60 60  萩原 隆之

87 bye 尾作 仁司 62 60  

88 G0022794 尾作 仁司 昭和の森テニススクール    植竹 和彦

89 G0021703 後迫 昭久 入間ウイング 後迫 昭久 75 60  

90 bye    後迫 昭久

91 G0022260 尾形 政徳 ファイナルエージ 尾形 政徳 63 61  

92 G0022826 山本 俊郎 TENNIS SUNRISE    W.O. 植竹 和彦

93 G0012361 中村 和史 武蔵野ドームテニススクール 中村 和史 61 67(2) 12-10 

94 G0014776 古門 武志 あさきテニスクラブ    W.O. 植竹 和彦

95 bye 植竹 和彦 64 61  B

96 G0022272 3～4 植竹 和彦 五霞町TC    倉島 英造

97 G0012112 5～8 佐伯 義夫 立川グリーンテニスクラブ 佐伯 義夫 61 61  

98 bye    佐伯 義夫

99 G0012248 小澤 正彦 田園テニスクラブ 足立 正和 62 63  

100 G0008897 足立 正和 松原テニスクラブ印西 62 60  矢澤 康弘

101 G0000910 矢澤 康弘 ＫＴＲ 矢澤 康弘 60 61  

102 G0019249 池田 守男 チームオクヤマ    W.O. 矢澤 康弘

103 bye 光安 清志 62 60  

104 G0022469 光安 清志 チームウィンフィールド    矢澤 康弘

105 G0015675 石井 康義 松戸テニスクラブ 石井 康義 76(1) 64  

106 bye    石井 康義

107 G0020430 小島 恒巳 MATテニスアカデミー 小島 恒巳 33   RET

108 G0020491 喜多 博道 上尾テニスクラブ    W.O. 山下 吉信

109 髙橋 勝 たくみ整骨院 髙橋 勝 60 60  

110 G0021336 安達 正浩 荏原ＳＳＣ 63 76(4)  山下 吉信

111 bye 山下 吉信 60 61  

112 G0015981 9～12 山下 吉信 イースタンテニスクラブ    倉島 英造

113 G0016282 13～16 戸田 信宏 テニスユニバース 戸田 信宏 60 67(5) 10-7 

114 bye    戸田 信宏

115 G0015918 長野 啓 ウェストグリーンテニスクラブ 長野 啓 64   RET

116 G0008963 荘司 峰夫 コートピア大泉テニスクラブ 63 61  戸田 信宏

117 G0022391 増渕 敏之 サンテニスクラブ 増渕 敏之 60 61  

118 G0021988 山崎 隆 スカパーJSAT 61 61  増渕 敏之

119 bye 諏訪 満信 75 75  

120 G0021659 諏訪 満信 ウィンTA    倉島 英造

121 G0020458 藤波 明男 上尾セントラルテニスクラブ 藤波 明男 61 62  

122 bye    藤波 明男

123 G0018673 高邑 朋矢 新座ローンテニスクラブ 高邑 朋矢 62 60  

124 G0021544 佐々木 賢 プラザテニスクラブ 64 60  倉島 英造

125 G0020431 栗山 雅昭 フソウテニスクラブ 下脇 一博 60 62  

126 G0016630 下脇 一博 金港テニスクラブ 57 62 10-6 倉島 英造

127 bye 倉島 英造 60 60  

128 G0020189 2 倉島 英造 東京ローンテニスクラブ    



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

男子シングルス 65歳以上
登録No Seed Name 1R 2R 3R 4R 5R QF

1 G0015537 1 石田 享司 ＹＳＣ（横浜スポーツマンクラブ） 石田 享司 優勝 ： 551

2 bye    石田 享司 準優勝 ： 385

3 G0019023 水野 俊夫 アクトスポーツクラブ 長島 泰治 61 60  ベスト4 ： 270

4 G0016873 長島 泰治 一橋庭球倶楽部    W.O. 石田 享司 6R ： 189

5 G0018701 丸田 重人 ブルーベリー 丸田 重人 61 61  5R ： 132

6 bye    丸田 重人 4R ： 92

7 bye 石渡 一郎 36 61 10-8 3R ： 64

8 G0002559 石渡 一郎 相模原ねんりんテニスクラブ    石田 享司 2R ： 45

9 G0020225 荒木 隆夫 東芝横浜テニス部 荒木 隆夫 60 61  1R ： 12

10 bye    佐藤 均

11 bye 佐藤 均 62 61  

12 G0021944 佐藤 均 寒川ローンテニスクラブ    佐藤 均

13 G0021984 木所 孝夫 東急あざみ野テニスガーデン 木所 孝夫 64 52  RET

14 bye    木所 孝夫

15 bye 佐々木 幹夫    W.O.

16 G0020010 佐々木 幹夫 明治神宮外苑テニスクラブ    石田 享司

17 G0020457 前田 春雄 オレンジヒルテニスクラブ 前田 春雄 61 60  

18 bye    大熊 勝

19 bye 大熊 勝 75 36 10-7 

20 G0022689 大熊 勝 茨城県シニア連盟    大熊 勝

21 G0010643 岩澤 守 チーム　チャレンジ 岩澤 守 64 76(3)  

22 bye    岩澤 守

23 bye 原 聡志 64 61  

24 G0020570 原 聡志 立川テニス倶楽部    大熊 勝

25 G0020665 沖山 幸一 ミズノテニスプラザ藤沢 沖山 幸一 46 63 10-5 

26 bye    大浦 敏孝

27 bye 大浦 敏孝    W.O.

28 G0017422 大浦 敏孝 さゆりちゃんクラブ    大浦 敏孝

29 G0020448 竹沢 康政 ウエストグリーンテニスクラブ 竹沢 康政    W.O.

30 bye    谷口 幸一郎

31 bye 谷口 幸一郎 75 11  RET A

32 G0006179 13～16 谷口 幸一郎 森の里TC    石田 享司

33 G0001326 9～12 松窪 耕玄 石神井ローンテニスクラブ 松窪 耕玄 60 61  

34 bye    松窪 耕玄

35 bye 飯田 篤 60 62  

36 G0022011 飯田 篤 横浜ガーデンテニスクラブ    松窪 耕玄

37 G0022598 秋沢 正康 YITC 秋沢 正康 64 61  

38 bye    鈴木 兵部

39 bye 鈴木 兵部 63 36 10-5 

40 G0009853 鈴木 兵部 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ    松窪 耕玄

41 G0017961 近藤 秀憲 総武グリーンテニスクラブ 近藤 秀憲 63 67(4) 12-10 

42 bye    近藤 秀憲

43 bye 本橋 康平 62 61  

44 G0020818 本橋 康平 大島フラワーテニスガーデン    近藤 秀憲

45 G0000161 岡 修二 新座ローンテニスクラブ 岡 修二 62 46 10-8 

46 bye    岡 修二

47 bye 早船 秀一 67(4) 64 10-5 

48 G0021887 早船 秀一 八王子アイビーテニスクラブ    新美 進

49 G0000160 辰野 元文 金子ＧＴＡ 辰野 元文 64 67(3) 10-5 

50 bye    辰野 元文

51 bye 斉藤 和 61 61  

52 G0017622 斉藤 和 TT新浦安    辰野 元文

53 G0022825 小川 和明 東宝調布ＴＣ 小川 和明 76(4) 63  

54 bye    小原 俊郎

55 bye 小原 俊郎 63 75  

56 G0018677 小原 俊郎 京王テニスクラブ    新美 進

57 G0019205 近藤 祐充 船橋さくらテニスクラブ 近藤 祐充 64 60  

58 bye    近藤 祐充

59 bye 三河 忠由 61 64  

60 G0019092 三河 忠由 あざみ野ローンテニスクラブ    新美 進 SF F

61 G0015512 松本 憲明 和泉テニスクラブ 松本 憲明 64 64  石田 享司 石田 享司 WINNER
62 bye    新美 進 松本 正一 62 16 10-7 堀田 義男
63 bye 新美 進 75 64  草野 貢二 堀田 義男 62 64
64 G0000159 5～8 新美 進 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞT.C    堀田 義男 57 63 10-7



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

男子シングルス 65歳以上
登録No Seed Name 1R 2R 3R 4R 5R QF

65 G0007827 3～4 松本 正一 ウエストグリーンテニスクラブ 松本 正一

66 bye    松本 正一

67 bye 柘植 稔 60 60  

68 G0021621 柘植 稔 横須賀ダイヤランドテニスクラブ    松本 正一

69 G0012531 岡野 靜夫 松原テニスクラブ印西 岡野 靜夫 61 60  

70 bye    松平 永治

71 bye 松平 永治 67(4) 76(4) 10-8 

72 G0018239 松平 永治 東京ローンテニスクラブ    松本 正一

73 G0008874 櫻井 敬太郎 武蔵台テニスクラブ 櫻井 敬太郎 62 62  

74 bye    櫻井 敬太郎

75 bye 倉地 公治 60 61  

76 G0016955 倉地 公治 中原テニスクラブ    櫻井 敬太郎

77 G0021858 金子 実 立川テニスクラブ 金子 実 75 76(7)  

78 bye    桜井 辰哉

79 bye 桜井 辰哉 62 61  

80 G0021971 桜井 辰哉 横浜ガーデンテニスクラブ    松本 正一

81 G0013609 百名 祐介 セサミテニススクール 百名 祐介 63 62  

82 bye    百名 祐介

83 bye 野原 豊久 60 64  

84 G0021098 野原 豊久 ミスターテニス    笹本 透

85 G0006286 笹本 透 明治神宮外苑テニスクラブ 笹本 透 64 75  

86 bye    笹本 透

87 bye 三宅 通 60 60  

88 G0021945 三宅 通 西東京スポーツセンター    斉藤 善久

89 G0022203 土井 正幸 筑波大学教職員硬式テニス部 土井 正幸 61 61  

90 bye    斉藤 善久

91 bye 斉藤 善久 60 60  

92 G0012866 斉藤 善久 サンクテニスクラブ    斉藤 善久

93 G0015218 本岡 良 パインヒルズ 本岡 良 36 55  RET

94 bye    高山 正

95 bye 高山 正 62 61  B

96 G0020968 13～16 高山 正 京王テニスクラブ    松本 正一

97 G0001455 9～12 宮下 恒郎 新座ローンTC 宮下 恒郎 46 64 10-8 

98 bye    加藤 功

99 bye 加藤 功 67(6) 62 13-11 

100 G0022109 加藤 功 アトム    加藤 功

101 G0018218 加固 満寿男 パサニアテニスクラブ 加固 満寿男 61 63  

102 bye    川越 純一

103 bye 川越 純一 26 61 10-7 

104 G0006320 川越 純一 寺岡精工    加藤 功

105 G0017073 中西 幸雄 ウインザーラケットショップ 中西 幸雄    W.O.

106 bye    中西 幸雄

107 bye 村田 義彦 64 61  

108 G0022833 村田 義彦 八王子アイビーテニスクラブ    福島 修三郎

109 G0021280 福島 修三郎 オレンジヒルテニスクラブ 福島 修三郎 26 64 10-5 

110 bye    福島 修三郎

111 bye 竹澤 隆夫 61 61  

112 G0021264 竹澤 隆夫 坂戸クリーン    加藤 功

113 G0015232 徳田 三朗 江戸川台テニスクラブ 徳田 三朗 76(2) 63  

114 bye    徳田 三朗

115 bye 三輪 裕 64 75  

116 G0017825 三輪 裕 藤沢城南テニスクラブ    古館 文章

117 G0016161 東城 秀明 関町ローンテニスクラブ 東城 秀明 60 60  

118 bye    古館 文章

119 bye 古館 文章 61 63  

120 G0013997 古館 文章 カトレヤテニスガーデン鴻巣    古館 文章

121 G0012383 矢野 マサヒロ 小平テニスクラブ 矢野 マサヒロ 76(6) 62  

122 bye    矢野 マサヒロ

123 bye 伊海田 誠一 60 60  

124 G0021931 伊海田 誠一 Big Tomorrow    平田 秀俊

125 G0004191 石田 千人 京王テニスクラブ 石田 千人 60 57 10-4 

126 bye    平田 秀俊

127 bye 平田 秀俊 60 61  

128 G0009224 5～8 平田 秀俊 GODAIテニスカレッジ    



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

男子シングルス 65歳以上
登録No Seed Name 1R 2R 3R 4R 5R QF

129 G0000234 5～8 草野 貢二 町田ローンテニスクラブ 草野 貢二

130 bye    草野 貢二

131 bye 浅海 安義 61 75  

132 G0002527 浅海 安義 新座ローンテニスクラブ    草野 貢二

133 G0020924 広田 友章 松原テニスクラブ印西 広田 友章 60 63  

134 bye    広田 友章

135 bye 有馬 市郎 62 64  

136 G0019116 有馬 市郎 横浜ガーデンテニスクラブ    草野 貢二

137 G0022733 井上 武雄 茅野市テニス協会 井上 武雄 46 64 14-12 

138 bye    三宮 章

139 bye 三宮 章 63 60  

140 G0018667 三宮 章 武蔵野市テニス連盟    三宮 章

141 G0020416 松林 和彦 武蔵野ローンテニスクラブ 松林 和彦 75 75  

142 bye    浜口 倶光

143 bye 浜口 倶光 61 60  

144 G0019885 浜口 倶光 名細テニスクラブ    草野 貢二

145 G0022857 松本 和明 八幡山ローンテニスクラブ 松本 和明 63 61  

146 bye    松本 和明

147 bye 田中 広 60 61  

148 G0020121 田中 広 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ    松本 和明

149 G0000164 太田 和彦 成蹊テニス会 太田 和彦 46 75 10-7 

150 bye    太田 和彦

151 bye 宮本 日成 61 61  

152 G0022503 宮本 日成 東京グリーンテニスクラブ    半田 正行

153 G0016225 森岡 芳正 京王テニスクラブ 森岡 芳正 64 63  

154 bye    森岡 芳正

155 bye 東海林 芳美 64 26 10-7 

156 G0018484 東海林 芳美 立川テニス倶楽部    半田 正行

157 G0022830 磯西 博之 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ 磯西 博之 76(8) 61  

158 bye    半田 正行

159 bye 半田 正行 63 75  C

160 G0004207 9～12 半田 正行 新座ローンテニスクラブ    草野 貢二

161 G0017375 13～16 由田 秀行 横河電機 由田 秀行 26 63 10-2 

162 bye    大島 信夫

163 bye 大島 信夫 75 63  

164 G0009123 大島 信夫 サンライズ朝霞    大島 信夫

165 G0017020 島津 雅仁 石神井LTC 島津 雅仁 63 36 14-12 

166 bye    島津 雅仁

167 bye 塩野 啓二 75 64  

168 G0016353 塩野 啓二 八王子アイビーテニスクラブ    吉川 昇

169 G0019044 工藤 純男 夢見ヶ崎ＬＴＣ 工藤 純男 61 62  

170 bye    鈴木 利夫

171 bye 鈴木 利夫 63 62  

172 G0017658 鈴木 利夫 関町LTC    吉川 昇

173 G0020330 吉川 昇 稲城市テニス連盟 吉川 昇 60 60  

174 bye    吉川 昇

175 bye 小池 健一 62 62  

176 G0014860 小池 健一 プリムラ　テニスクラブ    麦 富栄

177 G0010519 工藤 正人 クラブUTA 工藤 正人 61 61  

178 bye    工藤 正人

179 bye 安藤 和善 62 76(1)  

180 G0019879 安藤 和善 大森テニスクラブ    工藤 正人

181 G0004184 吉垣 桂 百合ヶ丘ファミリーテニスクラブ 吉垣 桂 64 57 10-4 

182 bye    岸 則行

183 bye 岸 則行 62 62  

184 G0021574 岸 則行 東京都ＴＡ    麦 富栄

185 G0022690 武次 丈平 ラック相模原テニスガーデン 武次 丈平 60 61  

186 bye    福垣 嘉浩

187 bye 福垣 嘉浩 62 60  

188 G0021817 福垣 嘉浩 あざみ野ローンテニスクラブ    麦 富栄

189 G0007263 村田 貴 京王TC 村田 貴 60 62  

190 bye    麦 富栄

191 bye 麦 富栄 64 61  

192 G0000218 3～4 麦 富栄 横須賀ダイヤランドテニスクラブ    



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

男子シングルス 65歳以上
登録No Seed Name 1R 2R 3R 4R 5R QF

193 G0009185 5～8 高橋 裕昭 オレンジヒルテニスクラブ 高橋 裕昭

194 bye    高橋 裕昭

195 bye 加納 慶人 64 61  

196 G0020403 加納 慶人 京王テニスクラブ    高橋 裕昭

197 G0017968 望月 恵吾 国立競技場テニス場 望月 恵吾 61 60  

198 bye    望月 恵吾

199 bye 寺沼 浩 63 60  

200 寺沼 浩 明治神宮外苑テニスクラブ    高橋 裕昭

201 G0009683 髙濱 牧人 AUT 髙濱 牧人 61 76(7)  

202 bye    髙濱 牧人

203 bye 西山 俊紀 57 62 20-18 

204 G0020327 西山 俊紀 初石テニスクラブ    髙濱 牧人

205 G0021298 鈴木 和素 総武グリーンテニスクラブ 鈴木 和素 62 62  

206 bye    鈴木 和素

207 bye 小泉 誠 57 75 10-6 

208 G0016476 小泉 誠 東村山市テニス連盟    井上 則行

209 G0019348 原口 貴史 イザワテニスガーデン 原口 貴史 75 62  

210 bye    原口 貴史

211 bye 岩附 勝 60 53  RET

212 G0006506 岩附 勝 新座ローンテニスクラブ    井上 則行

213 G0000747 成澤 信義 宮城県石巻テニス協会 成澤 信義 63 61  

214 bye    井上 則行

215 bye 井上 則行 63 60  

216 G0004611 井上 則行 セントマリアホスピタルTC    井上 則行

217 G0018501 井本 耕三 小金原テニスクラブ 井本 耕三 63 46 12-10 

218 bye    井本 耕三

219 bye 小林 紀夫 62 06 10-2 

220 G0015704 小林 紀夫 田柄テニスクラブ    佐藤 義英

221 G0014719 熊野 睦彦 中央林間テニスクラブ 熊野 睦彦 61 63  

222 bye    佐藤 義英

223 bye 佐藤 義英 62 63  D

224 G0018598 9～12 佐藤 義英 リベロ    堀田 義男

225 G0015623 13～16 赤毛 裕 渋谷区硬式テニス連盟 赤毛 裕 63 60  

226 bye    赤毛 裕

227 bye 大寺 孝幸 76(5) 61  

228 G0017581 大寺 孝幸 越谷グリーンテニスクラブ    赤毛 裕

229 G0022186 小林 紀久雄 TT新浦安 小林 紀久雄 61 61  

230 bye    小林 紀久雄

231 bye 小林 朝男    W.O.

232 G0018525 小林 朝男 ラウダ    赤毛 裕

233 G0016168 中島 唯夫 Y.S.C　 (横浜スポーツマンクラブ） 中島 唯夫 62 75  

234 bye    中島 唯夫

235 bye 長嶺 正俊 62 67(5) 11-9 

236 G0017303 長嶺 正俊 ウエストグリーンテニスクラブ    清藤 道男

237 G0020044 清藤 道男 まんザワテニスクラブ 清藤 道男 60 64  

238 bye    清藤 道男

239 bye 大石 佳秀 61 62  

240 大石 佳秀 リトルプリンステニスクラブ    堀田 義男

241 G0018968 三浦 弦 横浜ガーデンテニスクラブ 三浦 弦 60 61  

242 bye    荻原 邦彦

243 bye 荻原 邦彦 61 61  

244 G0018883 荻原 邦彦 関町ローンテニスクラブ    荻原 邦彦

245 G0020656 渋川 清 カトレヤテニスガーデン鴻巣 渋川 清 75 61  

246 bye    渋川 清

247 bye 長谷川 純生 61   RET

248 G0014843 長谷川 純生 小金井市テニス連盟    堀田 義男

249 G0013870 小池 勲 大正セントラルテニスクラブ目白 小池 勲 62 60  

250 bye    小池 勲

251 bye 神 初見 62 64  

252 G0021653 神 初見 東部テニスクラブ    堀田 義男

253 G0019525 鈴木 伸 目黒テニスクラブ 伏見 和夫 60 61  

254 G0018628 伏見 和夫 テニスプラザ戸塚 61 60  堀田 義男

255 bye 堀田 義男 60 60  

256 G0011542 2 堀田 義男 東京ローンテニスクラブ    
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1 G0012254 1 桐原 清徳 和泉テニスクラブ 桐原 清徳 優勝 ： 551

2 bye    桐原 清徳 準優勝 ： 385

3 G0016958 太田 元夫 明治神宮外苑テニスクラブ 南波 良之 63 61  ベスト4 ： 270

4 G0000093 南波 良之 石神井ＬＴＣ 60 62  桐原 清徳 6R ： 189

5 G0000108 樺澤 秀雄 海老名クラブ 樺澤 秀雄 61 60  5R ： 132

6 bye    樺澤 秀雄 4R ： 92

7 bye 上山 敏夫 63 61  3R ： 64

8 G0016462 上山 敏夫 横浜ガーデンテニスクラブ    桐原 清徳 2R ： 45

9 G0018924 矢田部 弘 大森テニスクラブ 矢田部 弘 62 64  1R ： 12

10 bye    矢田部 弘

11 bye 細川 猛 75 62  

12 細川 猛 多摩市硬式庭球連盟    森谷 直之

13 G0006788 森谷 直之 小平テニス倶楽部 森谷 直之 61 16 10-6 

14 bye    森谷 直之

15 bye 勝山 和仁 36 62 10-5 

16 G0020176 勝山 和仁 中山テニスクラブ    桐原 清徳

17 G0021920 小宮 有二 東京ローンテニスクラブ 小宮 有二 62 62  

18 bye    小宮 有二

19 bye 北川 和義 62 57 10-7 

20 G0017835 北川 和義 京王テニスクラブ    村田 福男

21 G0004234 松村 矩之 アポロコーストテニスクラブ 松村 矩之 76(4) 63  

22 bye    村田 福男

23 bye 村田 福男 64 60  

24 G0018007 村田 福男 ブルドンウィン    川地 明幸

25 G0015713 小泉 治宣 オレンジヒルテニスクラブ 小泉 治宣 64 62  

26 bye    石原 哲

27 bye 石原 哲 76(1) 62  

28 G0017440 石原 哲 町田ローンテニスクラブ    川地 明幸

29 G0017935 前田 慶一 石神井ローンテニスクラブ 前田 慶一 62 60  

30 bye    川地 明幸

31 bye 川地 明幸 36 63 10-7 A

32 G0015236 13～16 川地 明幸 リトルプリンステニスクラブ    桐原 清徳

33 G0019935 9～12 鈴木 孝平 大正セントラルテニスクラブ目白 鈴木 孝平 64 41  RET

34 bye    鈴木 孝平

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

36 G0013854 小西 正敏 パパスTC 26 61 12-10 鈴木 孝平

37 G0000395 黒沢 豊作 ラポームあすなろラケットクラブ 黒沢 豊作 60 63  

38 bye    黒沢 豊作

39 bye 斉藤 良春 62 63  

40 G0016119 斉藤 良春 越谷グリーンテニスクラブ    中野 利勝

41 G0017872 中野 利勝 グリーンウッドテニスクラブ 中野 利勝 76(6) 76(4)  

42 bye    中野 利勝

43 bye 安西 眞 60 62  

44 G0020979 安西 眞 立川グリーンテニスクラブ    中野 利勝

45 G0015112 長谷川 幸雄 明治神宮外苑テニスクラブ 長谷川 幸雄 60 61  

46 bye    梅本 益雄

47 bye 梅本 益雄 61 63  

48 G0021822 梅本 益雄 墨田区庭球協会    増田 英夫

49 G0019897 田中 清吾 ウインビレッジテニスクラブ 田中 清吾 46 76(4) 10-6 

50 bye    田中 清吾

51 bye 長谷川 義春 26 64 10-6 

52 G0017845 長谷川 義春 港区テニス連盟    田中 清吾

53 G0020521 水上 弘毅 ユニークス本牧 水上 弘毅 76(3) 63  

54 bye    冬木 嘉平次

55 bye 冬木 嘉平次 62 61  

56 G0014929 冬木 嘉平次 国立競技場霞ヶ丘庭球場    増田 英夫

57 G0013602 小野田 隆義 若草テニスクラブ 小野田 隆義 62 63  

58 bye    小野田 隆義

59 bye 長澤 孝雄 61 62  

60 G0008921 長澤 孝雄 CTA個人会員    増田 英夫 SF F

61 G0014840 幸田 和男 みかも山GTC 増田 英夫 57 64 13-11 桐原 清徳 前田 克己 WINNER
62 G0002056 増田 英夫 石神井ローンテニスクラブ 62 63  増田 英夫 前田 克己 61 64 前田 克己
63 bye 長坂 充郎 06 63 10-4 須賀 賢司 山田 忠利 62 46 10-4

64 G0013704 5～8 長坂 充郎 AUT    山田 忠利 64 75
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65 G0000110 3～4 鉢蝋 修 和泉テニスクラブ 鉢蝋 修

66 bye    鉢蝋 修

67 G0018742 伊藤 泰朗 湘南ローンテニスクラブ 宮地 俊樹 63 62  

68 G0009635 宮地 俊樹 明治神宮外苑テニスクラブ 75 62  鉢蝋 修

69 G0019108 鈴木 保美 京浜クラブ 鈴木 保美 76(5) 62  

70 bye    井上 雅幾

71 bye 井上 雅幾 63 63  

72 G0018944 井上 雅幾 とつかテニスクラブ    鉢蝋 修

73 G0018597 石塚 明寛 CTA個人会員 石塚 明寛 60 75  

74 bye    石塚 明寛

75 bye 塚原 穰    W.O.

76 G0019615 塚原 穰 東京ローンテニスクラブ    石川 隆一

77 G0014050 石川 隆一 横浜ガーデンテニスクラブ 石川 隆一 76(4) 16 10-8 

78 bye    石川 隆一

79 bye 大木 康次 61 60  

80 G0014689 大木 康次 立川市テニス連盟    鉢蝋 修

81 G0012042 森部 和彦 大森テニスクラブ 森部 和彦 75 63  

82 bye    森部 和彦

83 bye 瀬戸 弘 46 62 10-6 

84 G0018647 瀬戸 弘 オレンジヒルテニスクラブ    森部 和彦

85 G0017786 山本 馨 下川井テニスクラブ 山本 馨 61 64  

86 bye    山本 馨

87 bye 佐々木 廣 62 62  

88 G0015834 佐々木 廣 石神井ローンテニスクラブ    松岡 和雄

89 G0014649 佐々木 憲夫 上尾テニスクラブ 佐々木 憲夫 60 60  

90 bye    窪田 恭明

91 bye 窪田 恭明 63 61  

92 G0016885 窪田 恭明 新座ローンテニスクラブ    松岡 和雄

93 G0015486 北洞 信也 相模原GTC 北洞 信也 60 60  

94 bye    松岡 和雄

95 bye 松岡 和雄 61 60  B

96 G0000146 13～16 松岡 和雄 大島フラワーテニスガーデン    前田 克己

97 G0016157 9～12 岸本 正彦 小田原ガーデンテニスクラブ 岸本 正彦 64 64  

98 bye    岸本 正彦

99 bye 水谷 英治 62 60  

100 G0017647 水谷 英治 三菱電機　相模    岸本 正彦

101 G0019139 下川 正人 桜台テニスクラブ 下川 正人 61 61  

102 bye    下川 正人

103 bye 梅原 一也 63 63  

104 G0021837 梅原 一也 明治神宮外苑テニスクラブ    岸本 正彦

105 G0007079 淀川 勝男 三菱重工横浜 淀川 勝男 63 63  

106 bye    木村 宏明

107 bye 木村 宏明    W.O.

108 G0021874 木村 宏明 泉パークタウンテニスクラブ    松本 好弘

109 G0000385 松田 晃 京王テニスクラブ 松田 晃 60 60  

110 bye    松本 好弘

111 bye 松本 好弘 64 61  

112 G0006401 松本 好弘 フォーティ    前田 克己

113 G0009222 吉田 弘 三菱重工　汎特 吉田 弘 61 60  

114 bye    鞘脇 正明

115 bye 鞘脇 正明 61 61  

116 G0019536 鞘脇 正明 千葉県シニアテニスクラブ    鞘脇 正明

117 G0012065 髙橋 昭 立川グリーンテニスクラブ 髙橋 昭 63 63  

118 bye    髙橋 昭

119 bye 早坂 弘 64 75  

120 G0019610 早坂 弘 TGレニックス    前田 克己

121 G0013784 森 省吾 チームS.E.N 森 省吾 62 61  

122 bye    森 省吾

123 bye 戸上 雄司 61 75  

124 G0018245 戸上 雄司 サンブリッジテニスクラブ本郷    前田 克己

125 G0018009 浅野 廣重 名古屋ローンテニスクラブ 森澤 時夫 60 60  

126 G0012423 森澤 時夫 オールサムズテニスクラブ 64 75  前田 克己

127 bye 前田 克己 61 60  

128 G0015447 5～8 前田 克己 千葉田園テニス倶楽部    
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129 G0015672 5～8 須賀 賢司 名細テニスクラブ 須賀 賢司

130 bye    須賀 賢司

131 G0008941 清重 舜介 明治神宮外苑テニスクラブ 橋本 俊宣 63 76(0)  

132 G0000170 橋本 俊宣 青梅市 63 62  須賀 賢司

133 G0014207 坂井 宣夫 SKYTON 坂井 宣夫 63 64  

134 bye    坂井 宣夫

135 bye 石井 豊 61 62  

136 G0015394 石井 豊 浦和テニスクラブ    須賀 賢司

137 G0015887 大塚 茂雄 ＣＴＡ個人会員 大塚 茂雄 46 61 10-5 

138 bye    大塚 茂雄

139 bye 今井 伸 62 62  

140 G0021187 今井 伸 イースタンテニスクラブ    古市 美喜夫

141 G0016414 古市 美喜夫 テニスパーク宮原 古市 美喜夫 46 76(3) 10-4 

142 bye    古市 美喜夫

143 bye 市川 明 64 06 10-7 

144 G0021508 市川 明 藤沢城南テニスクラブ    須賀 賢司

145 G0014671 笹本 敏郎 大島フラワーテニスガーデン 笹本 敏郎 64 62  

146 bye    伊藤 孝行

147 bye 伊藤 孝行 67(3) 63 10-8 

148 G0021087 伊藤 孝行 船橋さくらテニスクラブ    伊藤 孝行

149 G0004309 川本 健一 大森ＴＣ 川本 健一 62 63  

150 bye    川本 健一

151 bye 川村 堯夫    W.O.

152 G0000950 川村 堯夫 グリーンポートテニスクラブ    塩見 芳彦

153 G0021227 市川 新二 ウッディTC 市川 新二 60 60  

154 bye    市川 新二

155 bye 宮木 忠治 64 61  

156 G0014624 宮木 忠治 クレール ITS    塩見 芳彦

157 G0012620 鍵山 彰男 石神井ローンテニスクラブ 鍵山 彰男 61 60  

158 bye    塩見 芳彦

159 bye 塩見 芳彦 62 60  C

160 G0000217 9～12 塩見 芳彦 横須賀ダイヤランドテニスクラブ    須賀 賢司

161 G0019032 13～16 赤沼 英雄 京王テニスクラブ 赤沼 英雄 61 64  

162 bye    赤沼 英雄

163 bye 西田 友行 63 60  

164 G0017591 西田 友行 東京ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ    赤沼 英雄

165 G0019123 掛樋 豊 GODAIテニスカレッジ 掛樋 豊 62 61  

166 bye    原田 雅弘

167 bye 原田 雅弘 41   RET

168 G0018427 原田 雅弘 横浜ガーデンテニスクラブ    赤沼 英雄

169 G0009599 渡辺 博 若草テニスクラブ 渡辺 博 63 62  

170 bye    渡辺 博

171 bye 藤山 嘉夫 60 60  

172 G0022039 藤山 嘉夫 港南ガーデンテニスクラブ    渡辺 博

173 丸山 和男 田園テニス倶楽部 丸山 和男 46 64 12-10 

174 bye    椎橋 能久

175 bye 椎橋 能久 60 61  

176 G0019917 椎橋 能久 取手市民硬式テニスクラブ    清水 道夫

177 設楽 光則 立川グリーンテニスクラブ 設楽 光則 63 60  

178 bye    小内 盛幸

179 bye 小内 盛幸 64 62  

180 G0004319 小内 盛幸 国立スポーツ科学センター    朝倉 伸行

181 G0000924 朝倉 伸行 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙTC 朝倉 伸行 62 60  

182 bye    朝倉 伸行

183 bye 吉田 恭治 63 60  

184 G0020730 吉田 恭治 武蔵野ローンテニスクラブ    清水 道夫

185 G0017554 盛 健一 マドリッドテニスクラブ 盛 健一 63 62  

186 bye    盛 健一

187 bye 西澤 英雄 63 12  RET

188 G0000109 西澤 英雄 国立競技場テニス場    清水 道夫

189 G0016316 府川 直弘 石神井ローンＴＣ 伊藤 稔 63 60  

190 G0015243 伊藤 稔 明治神宮外苑テニスクラブ 61 64  清水 道夫

191 bye 清水 道夫 63 60  

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



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

男子シングルス 70歳以上
登録No Seed Name 1R 2R 3R 4R 5R QF

193 G0011013 5～8 柳川 嘉夫 昭和の森テニスセンター 柳川 嘉夫

194 bye    柳川 嘉夫

195 G0018390 宮 雄司 桜台テニスクラブ 宮 雄司 76(3) 10  RET

196 G0000114 菅原 英明 新座ローンTC 60 76(5)  柳川 嘉夫

197 G0000738 島田 俊夫 夢見ヶ崎ＬＴＣ 島田 俊夫 63 75  

198 bye    島田 俊夫

199 bye 石井 曉 36 60 10-8 

200 G0015635 石井 曉 グリーンウッドテニスクラブ    吉本 静三

201 G0017149 内山 和美 TT新浦安 内山 和美 61 26 10-7 

202 bye    鷲尾 周司

203 bye 鷲尾 周司 60 60  

204 G0017998 鷲尾 周司 CTA個人会員    吉本 静三

205 G0021762 成嶋 國夫 光が丘テニスクラブ 成嶋 國夫 63 64  

206 bye    吉本 静三

207 bye 吉本 静三 60 61  

208 G0000383 吉本 静三 石神井ローンTC    斎藤 喜子雄

209 G0017767 山本 和功 大森テニスクラブ 山本 和功    W.O.

210 bye    我孫子 和夫

211 bye 我孫子 和夫    W.O.

212 G0022802 我孫子 和夫 東京ローンテニスクラブ    富山 和義

213 G0021040 半田 実 相模原ねんりんテニスクラブ 半田 実 64 75  

214 bye    富山 和義

215 bye 富山 和義 63 61  

216 G0015366 富山 和義 いなげフラワーテニスクラブ    斎藤 喜子雄

217 G0018683 斎藤 喜子雄 みやぎいきいきテニス連盟 斎藤 喜子雄 64 64  

218 bye    斎藤 喜子雄

219 bye 島崎 栄治 62 62  

220 G0019946 島崎 栄治 立川グリーンテニスクラブ    斎藤 喜子雄

221 G0021359 登坂 勇 千葉県シニアテニスクラブ 登坂 勇 60 46 11-9 

222 bye    小山 小次郎

223 bye 小山 小次郎 61 60  D

224 G0019655 9～12 小山 小次郎 明治神宮外苑テニスクラブ    山田 忠利

225 G0014970 13～16 中村 行男 日機装 中村 行男 60 63  

226 bye    中村 行男

227 bye 米山 徹夫 62 61  

228 G0012512 米山 徹夫 越谷グリーンテニスクラブ    中村 行男

229 G0020813 山口 隆 京王テニスクラブ 山口 隆 63 63  

230 bye    山口 隆

231 bye 石嶋 紘一 64 11  RET

232 G0013961 石嶋 紘一 湘南ファミリーテニスクラブ    中村 行男

233 G0012149 八城 修 和泉テニスクラブ 八城 修 60 60  

234 bye    織田 和雄

235 bye 織田 和雄 61 61  

236 G0014607 織田 和雄 鎌倉ローンテニス倶楽部    織田 和雄

237 G0019326 川上 亮一 岡友テニスクラブ 川上 亮一 61 63  

238 bye    岩本 昭彦

239 bye 岩本 昭彦 62 76(4)  

240 G0021839 岩本 昭彦 関町ローンテニスクラブ    山田 忠利

241 G0017592 青木 建爾 横浜ガーデンテニスクラブ 青木 建爾 64 62  

242 bye    福田 和彦

243 bye 福田 和彦 60 61  

244 G0012338 福田 和彦 リトルプリンステニスクラブ    村越 秀雄

245 G0015454 村越 秀雄 西原テニスクラブ 村越 秀雄 26 63 10-5 

246 bye    村越 秀雄

247 bye 青木 允成 60 60  

248 G0016420 青木 允成 泉パークタウンテニスクラブ    山田 忠利

249 G0021531 浜田 晴一 比企郡テニス協会 浜田 晴一 61 63  

250 bye    佐藤 政雄

251 bye 佐藤 政雄 64 63  

252 G0014765 佐藤 政雄 サトウGTC    山田 忠利

253 G0020941 川本 光雄 オレンジヒルテニスクラブ 高田 稔 62 61  

254 G0015085 高田 稔 明治神宮外苑テニスクラブ 75   RET 山田 忠利

255 bye 山田 忠利 60 62  

256 G0002060 2 山田 忠利 小平テニス倶楽部    



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

男子シングルス 75歳以上
登録No Seed Name 1R 2R 3R 4R QF SF

1 G0000073 1 飯島 捷語 石神井ローンテニスクラブ 飯島 捷語 優勝 ： 551

2 bye    飯島 捷語 準優勝 ： 385

3 G0019547 相澤 剛志 三菱重工本社 柿原 健一郎 60 64  ベスト4 ： 270

4 G0021027 柿原 健一郎 赤門テニスクラブ 60 61  飯島 捷語 5R ： 189

5 G0001364 喜多方 直義 昭和電工マスターズ 喜多方 直義 60 61  4R ： 132

6 bye    小林 克彦 3R ： 92

7 bye 小林 克彦 46 64 10-7 2R ： 64

8 G0022229 小林 克彦 若林テニスクラブ    水田 浩 1R ： 12

9 G0010375 高野 修 小平テニスクラブ 高野 修 57 62 10-4 

10 bye    高野 修

11 G0016965 椿井 靖雄 芝谷中学PTAテニスクラブ 田中 宏 63 61  

12 G0021730 田中 宏 京王テニスクラブ 36 64 10-6 水田 浩

13 G0011089 高橋 敏雄 成城スクエアTC 高橋 敏雄 62 64  

14 G0019188 庵原 宏義 関町ローンテニスクラブ 63 64  水田 浩

15 bye 水田 浩 61 61  

16 G0003013 13～16 水田 浩 殿山テニスガーデン    水田 浩

17 G0015751 9～12 萩原 幸雄 みいずＴＣ 萩原 幸雄 46 61 10-4 

18 bye    高橋 勲

19 G0006224 小澤 琢磨 サンブリッジＴＣ 高橋 勲 64 63  

20 G0000101 高橋 勲 新座ローンテニスクラブ    W.O. 高橋 勲

21 G0017893 横田 国夫 亀の甲山テニスクラブ 横田 国夫 64 61  

22 bye    西脇 理一

23 bye 西脇 理一 64 62  

24 G0005067 西脇 理一 高井戸ダイヤモンド・テニスクラブ    酒井 国雄

25 G0010629 山上 伸輔 大森テニスクラブ 山上 伸輔 63 62  

26 bye    山上 伸輔

27 bye 山口 隆久 61 64  

28 G0013683 山口 隆久 リトルプリンスT.C    酒井 国雄

29 G0017686 中本 英三郎 総武グリーンテニスクラブ 中本 英三郎 60 61  

30 G0000047 井沢 明 明治神宮外苑テニスクラブ 61 64  酒井 国雄

31 bye 酒井 国雄 60 64  A

32 G0013735 5～8 酒井 国雄 立川グリーンテニスクラブ    水田 浩

33 G0002063 3～4 古谷 和男 駒ヶ根テニス協会 古谷 和男 75 46 10-7 

34 bye    古谷 和男

35 G0011431 小暮 耕一郎 長谷川香料 小暮 耕一郎 61 60  

36 G0021482 山田 俊彦 高松ローンテニスクラブ 61 62  古谷 和男

37 G0022698 村松 靖夫 石神井ローンテニスクラブ 村松 靖夫 60 63  

38 bye    村松 靖夫

39 bye 醍醐 毅    W.O.

40 G0000067 醍醐 毅 明治神宮外苑テニスクラブ    古谷 和男

41 G0017038 水野 務 小平市テニス協会 水野 務 60 61  

42 bye    水野 務

43 bye 金子 義明 61 61  

44 G0016402 金子 義明 軽井沢会    水野 務

45 G0002744 曽根岡 昭夫 月見野テニスクラブ 曽根岡 昭夫 76(5) 67(5) 10-7 

46 G0015691 中村 暢男 高井戸ダイヤモンド・テニスクラブ 63 62  渡部 貞吉

47 bye 渡部 貞吉 76(4) 62  

48 G0015237 13～16 渡部 貞吉 サンブリッジTC本郷    古谷 和男

49 G0017814 9～12 深見 矩光 八王子アイビーテニスクラブ 深見 矩光 62 61  

50 bye    輪湖 晃

51 G0009020 有本 誠一郎 鎌倉ローンテニスクラブ 輪湖 晃 16 75 11-9 

52 G0000086 輪湖 晃 アドバンテージテニスクラブ 76(2) 63  中尾 紀一

53 G0007390 石浦 盛一 京王テニスクラブ 石浦 盛一 76(1) 64  

54 bye    中尾 紀一

55 bye 中尾 紀一 57 64 12-10 

56 G0021637 中尾 紀一 泉パークタウンテニスクラブ    田口 正樹

57 指田 紀雄 立川グリーンテニスクラブ 指田 紀雄 63 62  

58 bye    指田 紀雄

59 bye 河野 晶二郎 63 36 10-8 

60 G0016592 河野 晶二郎 ＴＴ新浦安    田口 正樹 F

61 G0016878 杉田 剛 S.ONEグリーンテニスクラブ 杉田 剛 62 61  水田 浩 WINNER
62 G0020492 小堺 信嘉 KM会 75 26 13-11 田口 正樹 小篠 輝章
63 bye 田口 正樹 62 61  小篠 輝章 36 75 11-9

64 G0000075 5～8 田口 正樹 金町テニスガーデン    



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

男子シングルス 75歳以上
登録No Seed Name 1R 2R 3R 4R QF SF

65 G0014665 5～8 津村 智一郎 武蔵野ローンテニスクラブ 津村 智一郎

66 bye    津村 智一郎

67 G0019268 飯野 雅 萩庭会 飯野 雅 62 60  

68 G0016121 田辺 章 KM会 62 61  津村 智一郎

69 G0005233 新倉 克彦 明治神宮外苑テニスクラブ 新倉 克彦 41   RET

70 bye    中村 宣弘

71 bye 中村 宣弘    W.O.

72 G0018031 中村 宣弘 たけぶちテニスクラブ    下条 義章

73 G0020586 田中 仁 京王テニスクラブ 田中 仁 64 36 10-4 

74 bye    橋本 義範

75 bye 橋本 義範    W.O.

76 G0019006 橋本 義範 日本郵政グループ    下条 義章

77 G0020959 下条 義章 習志野台テニスクラブ 下条 義章 63 62  

78 G0006110 中村 聖昭 湘南ローンテニスクラブ 63 61  下条 義章

79 bye 川口 勝章 46 76(7) 11-9 

80 G0014767 9～12 川口 勝章 SKYTON    小篠 輝章

81 G0015485 13～16 田中 貢 富士フィルム 田中 貢 61 61  

82 bye    菅野 真彦

83 G0016330 菅野 真彦 石神井ローンテニスクラブ 菅野 真彦 62 75  

84 G0009241 岡田 進 大森テニスクラブ 64 61  菅野 真彦

85 G0014633 直井 啓吾 日立佐和テニス部 直井 啓吾 64 62  

86 bye    直井 啓吾

87 bye 河鍋 弘 60 63  

88 G0012061 河鍋 弘 東京グリーンテニスクラブ    小篠 輝章

89 G0001220 村田 浩 高井戸ダイヤモンド・テニスクラブ 村田 浩 60 63  

90 bye    関根 英夫

91 bye 関根 英夫 61 61  

92 G0015049 関根 英夫 神崎テニスカレッジ    小篠 輝章

93 G0015604 木下 忠良 町田ローンテニスクラブ 嶋田 隆 60 60  

94 G0007288 嶋田 隆 保谷ロイヤルテニスクラブ 75 62  小篠 輝章

95 bye 小篠 輝章 60 60  B

96 G0009037 3～4 小篠 輝章 槻の森テニスクラブ    小篠 輝章

97 G0012818 5～8 西 淳二 成城スクエアテニスクラブ 西 淳二 64 75  

98 bye    西 淳二

99 G0014732 服部 比登志 三菱重工 野沢 淳 16 75 10-3 

100 G0005211 野沢 淳 立川グリーンテニスクラブ 62 75  安田 隆彦

101 G0016173 安田 隆彦 明治神宮外苑テニスクラブ 安田 隆彦 63 63  

102 bye    安田 隆彦

103 bye 小西 英雄    W.O.

104 G0017626 小西 英雄 TT新浦安    佐野 繁昭

105 G0014942 坂牛 忠雄 ウエストグリーンテニスクラブ 坂牛 忠雄 64 62  

106 bye    丸川 光正

107 bye 丸川 光正 76(2) 61  

108 G0014602 丸川 光正 善福寺公園テニスクラブ    佐野 繁昭

109 G0015647 鯉渕 芳栄 横浜ガーデンテニスクラブ 広田 元 61 62  

110 G0014316 広田 元 荏原SSC    W.O. 佐野 繁昭

111 bye 佐野 繁昭 61 62  

112 G0000386 9～12 佐野 繁昭 調布テニスクラブ    佐野 繁昭

113 G0000084 13～16 若林 文雄 若林テニスクラブ 若林 文雄 60 61  

114 bye    若林 文雄

115 G0013594 山尾 敏郎 小平テニスクラブ 山尾 敏郎 62 62  

116 G0017782 皆木 素行 大井町ファミリーTC 63 46 10-6 若林 文雄

117 G0015064 板倉 毅 ユニークス本牧 板倉 毅 63 63  

118 bye    山部 政宏

119 bye 山部 政宏 64 36 12-10 

120 G0016248 山部 政宏 都岡テニスガーデン    片岡 紀二

121 G0017156 寺尾 和芳 千葉田園テニスクラブ 寺尾 和芳 64 75  

122 bye    小松 伸哉

123 bye 小松 伸哉 76(2) 60  

124 G0016655 小松 伸哉 ウエルRC    片岡 紀二

125 G0016601 山崎 英志 グリーングラスTC 工藤 喜彌 76(3) 46 13-11 

126 G0017395 工藤 喜彌 山清テニスクラブ 60 63  片岡 紀二

127 bye 片岡 紀二 16 62 10-8 

128 G0017713 2 片岡 紀二 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ    



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

男子シングルス 80歳以上
登録No Seed Name 1R 2R 3R QF SF F

1 G0005775 1 生川 芳久 東京ローンテニスクラブ 生川 芳久 優勝 ： 551

2 bye    生川 芳久 準優勝 ： 385

3 G0017665 武士俣 貞助 若林テニスクラブ 武士俣 貞助 62 63  ベスト4 ： 270

4 G0016205 阿多 賢三 神戸ローンテニス倶楽部 61 67(5) 11-9 生川 芳久 4R ： 189

5 G0020454 長田 泰輔 田園テニスクラブ 長田 泰輔 46 61 10-4 3R ： 132

6 bye    長田 泰輔 2R ： 92

7 bye 片瀬 潔 63 41  RET 1R ： 12

8 G0017831 13～16 片瀬 潔 町田ローンテニスクラブ    津上 孟士

9 G0000017 9～12 尾台 正司 明治神宮外苑テニスクラブ 尾台 正司 62 64  

10 bye    平野 幸夫

11 G0005442 小野寺 重雄 ピーク 平野 幸夫 62 60  

12 G0012222 平野 幸夫 開成グリーンテニスクラブ 76(4) 63  津上 孟士

13 G0009586 竹下 徳人 JAEA 竹下 徳人 63 64  

14 G0022290 香川 猛 足柄ローンテニスクラブ 63 61  津上 孟士

15 bye 津上 孟士 62 63  

16 G0002849 5～8 津上 孟士 和泉テニスクラブ    谷津 正次

17 G0015248 3～4 谷津 正次 ポプラ倶楽部 谷津 正次 61 63  

18 bye    谷津 正次

19 G0019479 松井 繁幸 室蘭テニス協会 小山 庄三 62 61  

20 G0016997 小山 庄三 東京都TA 36 64 14-12 谷津 正次

21 G0021676 川内 基司 松戸テニスクラブ 川内 基司 62 60  

22 bye    国岡 稔

23 bye 国岡 稔 63 75  

24 G0006284 13～16 国岡 稔 野火止テニスクラブ    谷津 正次

25 G0014903 9～12 遊佐 晴彦 茨城県テニス協会 遊佐 晴彦 45   RET

26 bye    遊佐 晴彦

27 bye 吉積 章 61 76(4)  

28 G0019366 吉積 章 秋田アスレティッククラブ    芳賀 芳男

29 G0005174 森永 隆宏 立川テニスクラブ 森永 隆宏 63 76(6)  

30 G0002899 中村 誠一 明治神宮外苑テニスクラブ 64 75  芳賀 芳男

31 bye 芳賀 芳男 61 61  WINNER
32 G0012328 5～8 芳賀 芳男 新座ローンテニスクラブ    谷津 正次
33 G0004474 5～8 辻田 裕司 新座ローンテニスクラブ 辻田 裕司 63 75  
34 bye    辻田 裕司

35 G0022374 小野 紀男 東京グリーンヒルズ 佐藤 和弘 64 63  

36 G0016891 佐藤 和弘 中原テニスクラブ 61 60  辻田 裕司

37 G0022499 築野 淳司 東急あざみ野テニスガーデン 築野 淳司 61 61  

38 G0002855 土橋 国宏 東京都TA 26 43  RET 築野 淳司

39 bye 森 健 60 46 10-8 

40 G0012271 9～12 森 健 小平テニスクラブ    辻田 裕司

41 G0015402 13～16 岸本 公雄 大井町ファミリーテニスクラブ 岸本 公雄 64 61  

42 bye    田中 穂積

43 bye 田中 穂積 61 60  

44 G0022618 田中 穂積 江戸川台テニスクラブ    深井 克彦

45 G0022926 福田 徳之 武蔵野ローン 福田 徳之 60 61  

46 G0002544 井川 宏 シニアテニス東京 60 60  深井 克彦

47 bye 深井 克彦 61 62  

48 G0017014 3～4 深井 克彦 ＣＴＡ    黒須 美幸

49 G0019588 5～8 黒須 美幸 川崎テニスクラブ 黒須 美幸 62 67(5) 10-5 

50 bye    黒須 美幸

51 G0016394 藤野 宣千 明治神宮外苑TC 清水 武 60 61  

52 G0012551 清水 武 ベイリーフ 64 67(2) 10-8 黒須 美幸

53 G0005141 青木 久雄 京王テニスクラブ 青木 久雄 63 61  

54 G0014736 岩村 明夫 湘南ローンテニスクラブ 62 16 10-7 堀 清

55 bye 堀 清 62 46 11-9 

56 G0006053 9～12 堀 清 茅ヶ崎ローゼテニスクラブ    黒須 美幸

57 G0017680 13～16 森野 槇雄 本郷台テニス同好会 森野 槇雄 62 63  

58 bye    森野 槇雄

59 bye 花島 実 63 61  

60 G0009235 花島 実 湘南さくらテニスクラブ    森野 槇雄

61 22906 土生 寛 みやぎいきいきテニス連盟 土生 寛 76(4) 16 10-6 

62 舟橋 利信 横浜市テニス協会 64 64  福山 岩男

63 bye 福山 岩男 62 61  

64 G0012041 2 福山 岩男 アートヒルＴＣ    



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

男子シングルス 85歳以上
登録No Seed Name 1R QF SF F

1 G0007720 1 岡田 進 三重GTC 岡田 進
優勝 ： 426

2 G0002848 塚田 康重 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ

60 62  

岡田 進
準優勝 ： 298

3 G0010771 小槻 正幸 ヨコハマインターナショナルテニスコミュニティ 風間 嘉隆

61 61  
ベスト4 ： 209

4 G0012719 風間 嘉隆 東急あざみ野テニスガーデン

62 64  

岡田 進
2R ： 146

5 G0005639 3～4 原田 史郎 芦屋国際ローンテニスクラブ 原田 史郎

61 61  
1R ： 12

6 G0000001 南 操二 市ヶ尾テニスクラブ

62 46 10-6 

山部 巍

7 G0013741 丸山 雅博 横浜ガーデンテニス倶楽部 山部 巍

64 16 10-5 

WINNER

8 G0000052 山部 巍 松原テニスクラブ 印西

60 60  

岡田 進

9 G0010376 井上 武夫 立野ローンテニスクラブ 井上 武夫

22   RET

10 G0013013 今井 唯之 横浜ガーデンTC

64 46 10-4 

井上 武夫

11 G0000409 西村 博 関町ローンテニスクラブ 西村 博

62 61  

12 G0012259 3～4 鈴木 勝男 入間市テニス協会ドルフィンTC

46 76(4) 11-9 

宮地 邦雄

13 G0019524 竹原 光義 フォレストテニスクラブ 中村 克宏

62 64  

14 G0000710 中村 克宏 泉パークタウンテニスクラブ

62 61  

宮地 邦雄

15 G0005513 岡 誠 親和テニスクラブ 宮地 邦雄

64 61  

16 G0000060 2 宮地 邦雄 アイ・テニスクラブ

   W.O.



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

女子シングルス 40歳以上
登録No Seed Name 1R 2R QF SF F

1 L0012087 1 高比良 美加 ABTA 高比良 美加
優勝 ： 484

2 bye

   

高比良 美加
準優勝 ： 339

3 L0018583 岩垂 桃香 FAIR WIND 岩垂 桃香

60 62  
ベスト4 ： 237

4 L0018857 片岡 衣乃 テニスTEAM240

63 64  

高比良 美加
3R ： 166

5 L0018994 雨宮 千果 サニーフィールド 雨宮 千果

   W.O.
2R ： 116

6 bye

   

雨宮 千果
1R ： 12

7 bye 林 厚子

61 61  

8 L0018561 5～8 林 厚子 サトウＧＴＣ

   

高比良 美加

9 L0012791 3～4 土屋 美帆 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 土屋 美帆

36 64 11-9 

10 bye

   

土屋 美帆

11 L0012084 藤井 由恵 AQUABELLE 大桃 美樹

64 64  

12 L0018514 大桃 美樹 綾西ＴＣ

61 60  

土屋 美帆

13 L0019283 小島 智枝子 あわっこくらぶ 小島 智枝子

   W.O.

14 bye

   

川島 しづゑ

15 bye 川島 しづゑ

46 61 10-8 

16 L0018391 5～8 川島 しづゑ 荏原湘南スポーツセンター

   

17 L0012418 5～8 平田 有紀 エリステニスクラブ 平田 有紀

18 bye

   

齊藤 綾香

19 bye 齊藤 綾香

63 61  

20 L0018548 齊藤 綾香 吉田記念テニス研修センター

   

齋藤 千穂

21 田山 智恵 田園テニス倶楽部 齋藤 千穂

64 60  

22 L0019201 齋藤 千穂 庭球工房

62 60  

齋藤 千穂

23 bye 三田村 恵

62 62  

24 L0012338 3～4 三田村 恵 新札幌テニスクラブ

   

齋藤 千穂

25 L0012283 5～8 森田 牧子 立川市テニス連盟 森田 牧子

63 63  

26 bye

   

森田 牧子

27 bye 岩下 江里

63 63  

28 L0018920 岩下 江里 目黒区テニス協会

   

菱山 富美枝

29 L0019197 中井 友子 京王テニススクール 菱山 富美枝

60 60  

30 L0019186 菱山 富美枝 Strong-Z

61 63  

菱山 富美枝

31 bye 名村 恵美子

76(12) 62  

32 L0011348 2 名村 恵美子 テニスTEAM240

   

WINNER

齋藤 千穂
62 63  



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

女子シングルス 45歳以上
登録No Seed Name 1R 2R 3R QF SF F

1 L0010599 1 笠井 和子 松原テニスクラブ 笠井 和子 優勝 ： 551

2 bye    中村 晶子 準優勝 ： 385

3 L0012120 ヘンダーソン 園江 東京ローンテニスクラブ 中村 晶子 64 75  ベスト4 ： 270

4 L0011015 中村 晶子 ローリープランニングTC 61 60  中村 晶子 4R ： 189

5 L0018453 瀧川 友美 テニスユナイテッド 石井 美穂 62 63  3R ： 132

6 L0018525 石井 美穂 チサンテニスクラブ岡部 62 62  石井 美穂 2R ： 92

7 L0019124 武藤 洋子 チームオクヤマ 酒井 智美 61 75  1R ： 12

8 L0012077 13～16 酒井 智美 登戸サンライズテニスコート 61 75  佐々木 美香

9 L0012568 9～12 奥谷 弘子 ウッドテニス 奥谷 弘子 06 62 10-8 

10 bye    奥谷 弘子

11 L0018963 遠藤 英子 リバティクロス 遠藤 英子 62 62  

12 L0011797 小林 みどり 朝霞グリーンテニスクラブ 61 46 11-9 佐々木 美香

13 矢澤 比奈 蕨硬式 西尾 恭子 60 63  

14 L0012790 西尾 恭子 ジョイナステニスアカデミー 62 64  佐々木 美香

15 bye 佐々木 美香 62 61  

16 L0018458 5～8 佐々木 美香 湘南ローンテニスクラブ    青木 奈央

17 L0010589 3～4 青木 奈央 IHSMアリーナ 青木 奈央 46 64 10-7 

18 bye    青木 奈央

19 L0012793 平瀬 葉子 みゆきクラブ 平瀬 葉子 61 62  

20 L0012128 菅原 聖子 府中市庭球連盟 60 75  青木 奈央

21 L0008859 新田 千恵 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 高田 祐子 62 63  

22 L0018444 高田 祐子 VIP・TOPグループ 61 60  高田 祐子

23 bye 大野 則子 76(4) 64  

24 L0011078 13～16 大野 則子 墨田区庭球協会    青木 奈央

25 L0018701 9～12 向畑 洋子 狛江インドアテニススクール 向畑 洋子 76(5) 62  

26 bye    向畑 洋子

27 L0012782 西崎 洋子 タウンテニス大泉学園 藤田 紀子 57 63 10-7 

28 L0018664 藤田 紀子 SKY 63 62  向畑 洋子

29 L0012819 渡辺 智子 オフィス・ワキ 宮下 亜紀子 62 61  

30 L0011900 宮下 亜紀子 テニスナッツ 60 62  吉川 真理

31 bye 吉川 真理 62 62  WINNER
32 L0011816 5～8 吉川 真理 イースタンテニス    片山 恵子
33 L0009997 5～8 野本 洋子 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 野本 洋子 63 75  
34 bye    野本 洋子

35 L0011455 福島 みち子 エリステニスクラブ 福島 みち子 75 62  

36 L0019200 染谷 美奈 善福寺公園テニスクラブ 61 60  片山 恵子

37 L0011906 武田 京子 昭和の森テニスセンター 武田 京子 62 62  

38 竹田 理恵子 田園テニス倶楽部    W.O. 片山 恵子

39 bye 片山 恵子 60 60  

40 L0011426 9～12 片山 恵子 マス・ガイアTC    片山 恵子

41 L0011474 13～16 篠原 美和子 ＣＴＡ個人会員 篠原 美和子 64 64  

42 bye    篠原 美和子

43 L0011373 延原 真由美 朝霞グリーンテニスクラブ 延原 真由美 61 61  

44 L0018879 ステネカー へスター 東京ローンテニスクラブ    W.O. 土屋 純香

45 新井 あゆみ ＦＦＴＣ 新井 あゆみ 62 62  

46 L0018350 中村 優貴子 フェアリーテニスフォーラム 61 61  土屋 純香

47 bye 土屋 純香 62 61  

48 L0011769 3～4 土屋 純香 江戸川台TC    片山 恵子

49 L0012025 5～8 山時 美央 テニス DIVO 山時 美央 46 60 11-9 

50 bye    菊池 亮子

51 L0011872 菊池 亮子 水郷インドアテニスアカデミー 菊池 亮子 64 62  

52 L0011208 倉掛 順子 チームオクヤマ 62 36 10-4 菊池 亮子

53 L0009133 藤澤 靖子 中野区テニス連盟 藤澤 靖子 67(4) 62 10-3 

54 L0011444 山田 絵里 フレックス横浜 63 63  中山 妙子

55 bye 中山 妙子 67(5) 63 10-2 

56 L0011169 9～12 中山 妙子 ユニバーサルTS南大沢    奥山 律子

57 L0011524 13～16 長谷川 昌枝 Leads 長谷川 昌枝 63 61  

58 L0010782 舩津 かおり リバティクロス 60 76(4)  長谷川 昌枝

59 L0010942 鈴木 悦子 TOPインドアステージ多摩 鈴木 悦子 61 62  

60 L0010039 齋藤 紀子 アップルテニスクラブ 46 64 10-5 奥山 律子

61 L0012674 奥山 律子 テニスユナイテッド 奥山 律子 60 62  

62 L0018555 藤川 奈緒美 グリーンエイト    W.O. 奥山 律子

63 bye 高瀬 亜矢子    W.O.

64 L0011226 2 高瀬 亜矢子 狛江　I.T.S    



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

女子シングルス 50歳以上
登録No Seed Name 1R 2R 3R QF SF F

1 L0008381 1 鴫原 悦子 GATC 鴫原 悦子 優勝 ： 551

2 bye    鴫原 悦子 準優勝 ： 385

3 L0011377 千葉 有希 ロイヤルSCテニスクラブ 千葉 有希 61 61  ベスト4 ： 270

4 L0007810 田中 テイ子 緑が丘ＴＣ 63 67(5) 10-8 鴫原 悦子 4R ： 189

5 L0019198 山内 香奈 田園テニスクラブ 倉持 純子 63 62  3R ： 132

6 L0018678 倉持 純子 スポーツマックス    W.O. 北村 五月 2R ： 92

7 L0012401 小林 陽子 若葉台レッツ 北村 五月 60 60  1R ： 12

8 L0012268 13～16 北村 五月 三井化学    W.O. 鴫原 悦子

9 L0011484 9～12 山下 佳子 葉山テニスクラブ 山下 佳子 76(3) 61  

10 bye    山下 佳子

11 L0019188 森田 明美 昭和の森テニスセンター 西村 浩子 61 75  

12 L0018615 西村 浩子 水郷インドアテニスアカデミー    W.O. 山下 佳子

13 L0011677 高井 未美 紙敷TC 高井 未美 63 62  

14 L0011786 林田 京子 高井戸ダイアモンド 62 64  會田 美和子

15 bye 會田 美和子 61 60  

16 L0010463 5～8 會田 美和子 下川井テニスクラブ    鴫原 悦子

17 L0003742 3～4 安藤 朋子 ローズヒルテニスクラブ 安藤 朋子 63 61  

18 bye    安藤 朋子

19 L0012583 片平 しのぶ 蕨市テニス協会 片平 しのぶ 60 61  

20 L0018883 田崎 万里子 京王テニスクラブ    W.O. 安藤 朋子

21 L0009408 倉持 美土子 ジュエインドアテニス 倉持 美土子 64 64  

22 L0018987 水村 恵子 コナミ狭山 62 62  西田 きみ子

23 L0018866 植村 智恵 パパステニスクラブ 西田 きみ子 60 60  

24 L0011272 13～16 西田 きみ子 宮の森SC 64 61  安藤 朋子

25 L0012324 9～12 野口 博子 アスリードTA 野口 博子 36 64 10-4 

26 bye    野口 博子

27 L0012672 三角 てるみ 登戸サンライズTC 高田 幸子 61 61  

28 L0008532 高田 幸子 明治神宮外苑テニスクラブ 64 64  櫻井 美和子

29 L0012116 斎藤 優子 TGH 櫻井 美和子 76(0) 64  

30 L0009436 櫻井 美和子 アルドールテニスステージ 60 62  櫻井 美和子

31 bye 鈴木 千登世 63 61  WINNER
32 L0008015 5～8 鈴木 千登世 リベラ仙台    鴫原 悦子
33 L0018513 5～8 西川 加奈子 葉山テニスクラブ 西川 加奈子 75 57 10-5 

34 bye    西川 加奈子

35 L0009467 宮村 優子 JITC 藤井 繁子 46 75 10-2 

36 L0011049 藤井 繁子 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 75 62  ピーターソン ハイディ

37 L0011609 石井 玲子 GODAI TC 石井 玲子 62 26 10-7 

38 L0010497 横川 真澄 東京都TA 61 60  ピーターソン ハイディ

39 L0012359 ピーターソン ハイディ エリステニスクラブ ピーターソン ハイディ 76(3) 62  

40 L0018547 9～12 渡瀬 ひろみ 明治神宮外苑テニスクラブ 61 75  ピーターソン ハイディ

41 L0012783 13～16 土谷 水帆子 千代田区テニス協会 土谷 水帆子 64 26 10-7 

42 L0011547 福山 博子 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 60 64  土谷 水帆子

43 L0009407 亀井 千尋 イザワテニスガーデン 亀井 千尋 75 61  

44 L0011663 玉木 郁子 パインヒルズ 62 64  才木 みどり

45 L0018992 長井 佳子 北区テニス連盟 辻木 美紀 61 63  

46 L0019015 辻木 美紀 三鷹市テニス協会 60 62  才木 みどり

47 bye 才木 みどり 62 60  

48 L0010304 3～4 才木 みどり 明治神宮外苑テニスクラブ    栗原 めぐみ

49 L0008080 5～8 橋本 真澄 チームオクヤマ 橋本 真澄 64 63  

50 bye    橋本 真澄

51 L0011767 高根 道子 グリーンエイト 高根 道子 62 61  

52 L0008981 岩崎 玲子 目黒テニスクラブ 62 61  橋本 真澄

53 L0019025 兼松 里衣 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ 兼松 里衣 64 76(4)  

54 田中 裕子 ヤナギ 60 60  兼松 里衣

55 bye 佐藤 加奈 61 36 10-6 

56 L0011774 9～12 佐藤 加奈 登戸サンライズ    栗原 めぐみ

57 L0011656 13～16 西田 陽子 大正セントラル目白 栗原 めぐみ 62 62  

58 L0011772 栗原 めぐみ ローズヒルTC 60 60  栗原 めぐみ

59 L0009149 古塩 奈緒美 Ｊ.STAP 古塩 奈緒美 61 62  

60 L0018696 大橋 和美 名古屋ローンテニスクラブ 63 63  栗原 めぐみ

61 L0009552 藤田 伸子 NASこしがや 藤田 伸子 75 46 10-4 

62 L0008581 足立 直重 ウエストグリーンテニスクラブ 61 62  田中 ゆかり

63 bye 田中 ゆかり 60 60  

64 L0010008 2 田中 ゆかり チームオクヤマ    



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

女子シングルス 55歳以上
登録No Seed Name 1R 2R 3R 4R QF SF

1 L0007873 1 妹尾 尚美 エリステニスクラブ 妹尾 尚美 優勝 ： 551

2 bye    妹尾 尚美 準優勝 ： 385

3 L0012431 竹井 裕美 クリエイトテニスアカデミー 磐長谷 博子 61 62  ベスト4 ： 270

4 L0003564 磐長谷 博子 明治神宮外苑テニスクラブ 75 63  妹尾 尚美 5R ： 189

5 L0019189 小栗 美佐江 ＮＴＳ 小栗 美佐江 64 60  4R ： 132

6 bye    浅田 保子 3R ： 92

7 bye 浅田 保子 36 62 10-5 2R ： 64

8 L0012628 浅田 保子 ヤナギTS    妹尾 尚美 1R ： 12

9 L0018921 乾 裕子 FAIR WIND 乾 裕子 63 63  

10 bye    鈴木 佐和子

11 bye 鈴木 佐和子 75 62  

12 L0007150 鈴木 佐和子 目黒テニスクラブ    松井 キミヨ

13 L0019032 鈴木 美智子 JITC 鈴木 美智子 63 61  

14 bye    松井 キミヨ

15 bye 松井 キミヨ 60 61  

16 L0004928 13～16 松井 キミヨ 中央区テニス連盟    妹尾 尚美

17 L0003480 9～12 三堀 美幸 足柄ローンテニスクラブ 三堀 美幸 62 64  

18 bye    三堀 美幸

19 bye 井上 伊都子 61 62  

20 L0018704 井上 伊都子 新座ローンテニスクラブ    田所 照美

21 L0010083 平塚 由子 メガロス横浜 平塚 由子 64 62  

22 bye    田所 照美

23 bye 田所 照美 62 60  

24 L0007241 田所 照美 立川TC    藤井 澄佳

25 L0007843 永谷 勢津子 明治神宮外苑テニスクラブ 永谷 勢津子 61 63  

26 bye    永谷 勢津子

27 bye 日紫喜 香 62 62  

28 L0007852 日紫喜 香 STP    藤井 澄佳

29 L0018434 二宮 薫 テニスコミュニケーション千葉 二宮 薫 61 62  

30 bye    藤井 澄佳

31 bye 藤井 澄佳 60 61  A

32 L0008861 5～8 藤井 澄佳 Ｆテニス    幸田 喜代美

33 L0003400 3～4 幸田 喜代美 ダブルライン 幸田 喜代美 62 61  

34 bye    幸田 喜代美

35 L0011081 竹蓋 良子 三井造船（株） 中田 智子 63 61  

36 L0009061 中田 智子 チャンステニス同好会 63 60  幸田 喜代美

37 L0007825 竹田 尚代 グリーンヒルインドアテニススクール 竹田 尚代 61 61  

38 bye    竹田 尚代

39 bye 市村 文子 63 62  

40 L0008950 市村 文子 越谷グリーンテニスクラブ    幸田 喜代美

41 L0004245 秩父 明美 小平テニスクラブ 秩父 明美 63 63  

42 bye    吉田 亜矢子

43 bye 吉田 亜矢子 60 61  

44 L0009018 吉田 亜矢子 千間台テニスクラフ    山縣 唆弓

45 L0019074 加川 真紀子 TGレニックス 加川 真紀子 62 60  

46 bye    山縣 唆弓

47 bye 山縣 唆弓 62 60  

48 L0009460 13～16 山縣 唆弓 テニスユニバース    幸田 喜代美

49 L0002929 9～12 渦尻 幸子 チームオクヤマ 渦尻 幸子 63 75  

50 bye    渦尻 幸子

51 bye 田中 とし子 62 62  

52 L0005536 田中 とし子 ライトテニスサークル    渦尻 幸子

53 L0012690 野村 紀子 MMT 野村 紀子 61 60  

54 bye    野村 紀子

55 bye 小川 久美子    W.O.

56 L0008775 小川 久美子 胎内TA    鈴木 裕美子

57 L0012821 江本 智子 中野アクトテニスクラブ 江本 智子 46 63 10-8 

58 bye    江本 智子

59 bye 村田 奈緒美 61 60  

60 L0009631 村田 奈緒美 明治神宮外苑テニスクラブ    鈴木 裕美子 F

61 L0011760 村田 理恵 Team I`z 村田 理恵 75 62  幸田 喜代美 WINNER
62 L0019002 天野 牧子 K-powers MTG 64 64  鈴木 裕美子 井上 泰子
63 bye 鈴木 裕美子 62 60  井上 泰子 60 26 10-8

64 L0010772 5～8 鈴木 裕美子 横浜ガーデンテニスクラブ    



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

女子シングルス 55歳以上
登録No Seed Name 1R 2R 3R 4R QF SF

65 L0012413 5～8 平尾 千香子 大正セントラルテニスクラブ目白 平尾 千香子

66 bye    平尾 千香子

67 bye 小布施 尚美 63 60  

68 L0010993 小布施 尚美 JITC    平尾 千香子

69 L0010352 大久保 圭子 下川井テニスクラブ 大久保 圭子 62 64  

70 bye    大久保 圭子

71 bye 前川 智子 60 61  

72 L0018382 前川 智子 田園テニスクラブ    蝦澤 一子

73 L0012693 中田 幸代 宮崎台テニスクラブ 中田 幸代 67(5) 75 10-7 

74 bye    中田 幸代

75 bye 日野 英子 61 62  

76 L0011592 日野 英子 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ    蝦澤 一子

77 L0018483 酒出 孝子 ASP港南台テニススクール 酒出 孝子 60 61  

78 bye    蝦澤 一子

79 bye 蝦澤 一子 61 60  

80 L0009226 9～12 蝦澤 一子 サークル・M    井上 泰子

81 L0010499 13～16 細川 知恵 明治神宮外苑テニスクラブ 細川 知恵 62 60  

82 bye    細川 知恵

83 bye 田原 洋子 67(7) 63 10-7 

84 L0012352 田原 洋子 ゴールドベル    細川 知恵

85 L0012425 篠原 希子 東宝調布テニスクラブ 篠原 希子 61 62  

86 bye    坂本 宏美

87 bye 坂本 宏美    W.O.

88 L0012058 坂本 宏美 国立スポーツ科学センター    井上 泰子

89 L0018559 田口 淳子 登戸サンライズ 田口 淳子 60 61  

90 bye    宮里 真美

91 bye 宮里 真美 64 63  

92 L0006621 宮里 真美 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ    井上 泰子

93 L0018507 塚原 知子 セコム 佐藤 典子    W.O.

94 L0010913 佐藤 典子 立川テニス倶楽部 60 62  井上 泰子

95 bye 井上 泰子 62 61  B

96 L0003373 3～4 井上 泰子 亀の甲山テニスクラブ    井上 泰子

97 L0000197 5～8 松村 陽紀 ライトテニスサークル 松村 陽紀 64 64  

98 bye    松村 陽紀

99 bye 山田 恵子 75 46 10-7 

100 L0011203 山田 恵子 エリステニスクラブ    松村 陽紀

101 L0006053 金子 香 フォーティ 金子 香 60 63  

102 bye    金子 香

103 bye 佐藤 菜穂子 62 61  

104 L0011314 佐藤 菜穂子 新座ローンテニスクラブ    松村 陽紀

105 L0002766 越部 美穂 ヤナギ 越部 美穂 60 60  

106 bye    越部 美穂

107 bye 高橋 百合子 61 61  

108 L0010453 高橋 百合子 ルネサンス鷹之台テニスクラブ    一色 智美

109 L0010359 堀口 真由美 STP 堀口 真由美 62 64  

110 bye    一色 智美

111 bye 一色 智美 62 60  

112 L0006901 9～12 一色 智美 明治神宮外苑テニスクラブ    前田 美佳

113 L0010915 13～16 長島 恵理子 明治神宮外苑テニスクラブ 長島 恵理子 60 61  

114 bye    長島 恵理子

115 bye 新谷 順子 61 61  

116 L0005022 新谷 順子 目黒テニスクラブ    長島 恵理子

117 L0000549 吉田 啓子 高田ロイヤルテニスクラブ 吉田 啓子 16 60 10-2 

118 bye    吉田 啓子

119 bye 池邊 優花 61 60  

120 L0018494 池邊 優花 アイ・テニスクラブ    前田 美佳

121 L0005553 三上 英子 keep smilng 三上 英子 62 61  

122 bye    木村 由利子

123 bye 木村 由利子 64 60  

124 L0018560 木村 由利子 相模原インドアテニススクール    前田 美佳

125 L0018978 山下 美智子 相模原グリーンテニスクラブ 山下 美智子 62 60  

126 L0009100 横尾 祥子 登戸サンライズテニスコート    W.O. 前田 美佳

127 bye 前田 美佳 61 63  

128 L0010425 2 前田 美佳 青森県テニス協会    



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

女子シングルス 60歳以上
登録No Seed Name 1R 2R 3R QF SF F

1 L0007910 1 森 秀子 荏原SSC 森 秀子 優勝 ： 551

2 bye    森 秀子 準優勝 ： 385

3 L0009072 金森 和子 明治神宮外苑テニスクラブ 金森 和子 61 60  ベスト4 ： 270

4 L0006590 佐藤 博子 鎌倉ローンテニスクラブ 06 75 20 RET 森 秀子 4R ： 189

5 L0003589 秋元 静子 神崎テニスカレッジ 秋元 静子 64 62  3R ： 132

6 L0018642 関谷 美智代 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 64 60  秋元 静子 2R ： 92

7 L0006966 郡司 潤子 田園テニスクラブ 斎藤 昌子 75 36 11-9 1R ： 12

8 L0004968 13～16 斎藤 昌子 浦和パークテニスクラブ 60 61  森 秀子

9 L0000480 9～12 阿部 玲子 京王テニスクラブ 阿部 玲子 62 60  

10 L0019159 永井 とも子 相模原グリーンTC 61 61  阿部 玲子

11 L0011616 服部 八千代 練馬区テニス協会 倉持 直子 60 61  

12 L0018611 倉持 直子 アミティー 63 63  富山 千恵子

13 L0012494 水谷 恵子 大正セントラルテニスクラブ目白 水谷 恵子 36 76(1) 11-9 

14 L0006913 柴田 充代 J.stap 62 64  富山 千恵子

15 L0002758 廣瀬 純子 明治神宮外苑テニスクラブ 富山 千恵子 64 60  

16 L0005696 5～8 富山 千恵子 横浜ガーデンテニスクラブ 62   RET 森 秀子

17 L0000066 3～4 村上 佳子 東急あざみ野テニスガーデンTC 村上 佳子 60 63  

18 L0011508 塚田 貴美子 大正セントラルテニスクラブ目白 60 60  村上 佳子

19 L0003374 渡辺 友子 テニスプラザ戸塚 渡辺 友子 62 62  

20 L0018436 中村 八恵子 荏原SSC 62 61  村上 佳子

21 L0012260 田中 孝子 大森テニスクラブ 加藤 美佐子 61 60  

22 L0008508 加藤 美佐子 明治神宮外苑テニスクラブ 62 62  芦谷 貴子

23 赤澤 京子 シードアヤセ 芦谷 貴子 64 62  

24 L0011534 13～16 芦谷 貴子 足柄ローンTC 61 60  山内 淳子

25 L0012256 9～12 鳥谷部 薫 湘南ファミリーT/C 鳥谷部 薫 75 76(1)  

26 L0005208 木村 久美子 明治神宮外苑テニスクラブ 62 62  鳥谷部 薫

27 L0010036 萱場 智香 OFFICEWAKI 萱場 智香 61 60  

28 L0011313 村上 恵子 TEAM RED 63 61  山内 淳子

29 L0012461 下田 たづ子 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 下田 たづ子 46 63 10-6 

30 L0003406 光安 泉 チームウィンフィールド 46 64 14-12 山内 淳子

31 L0006549 藤間 のり子 明治神宮外苑テニスクラブ 山内 淳子 60 61  WINNER
32 L0009992 5～8 山内 淳子 あじさいインドアＴＳ 60 62  佐谷 眞理
33 L0004239 5～8 関根 ちか子 明治神宮外苑テニスクラブ 関根 ちか子 62 63  
34 L0003078 荻原 昌子 ラポームあすなろラケットクラブ    W.O. 関根 ちか子

35 L0019082 中澤 福美 松戸テニスクラブ 中澤 福美 61 61  

36 L0018840 平野 恵理 田園テニスクラブ 61 62  関根 ちか子

37 L0003630 高橋 葉子 武蔵野L.T.C 北浜 佳代子 60 61  

38 L0009208 北浜 佳代子 サンランドロイヤルテニスクラブ 63 61  浅田 よし子

39 L0008828 古久保 マリ 野あざみ 浅田 よし子 36 61 12-10 

40 L0008490 9～12 浅田 よし子 アクトスポーツクラブ 62 63  原田 裕子

41 L0010408 13～16 芦垣 叔子 横浜スポーツマンクラブ 芦垣 叔子 64 26 10-5 

42 L0009336 佐竹 由紀 立川テニス倶楽部 61 61  芦垣 叔子

43 L0012561 永沼 登久子 アトム 永沼 登久子 62 62  

44 L0000484 立花 きわ子 石巻テニス協会 64 46 10-8 原田 裕子

45 L0002906 原田 裕子 TEAM　JANNU 原田 裕子 26 60 10-6 

46 L0005057 榎木 敏子 富士見台テニスクラブ 63 62  原田 裕子

47 L0005942 斎藤 祐子 明治神宮外苑テニスクラブ 松岡 真理子 64 61  

48 L0004727 3～4 松岡 真理子 松本テニス協会 61 62  佐谷 眞理

49 L0006931 5～8 島村 眞由美 明治神宮外苑テニスクラブ 島村 眞由美 61 62  

50 L0009647 間宮 奈穂子 むさしの村ローンテニスクラブ 62 60  島村 眞由美

51 L0008516 長田 千佳 京王テニスクラブ 長田 千佳 62 63  

52 L0018460 名尾 富士子 大正セントラルテニスクラブ目白 63 63  島田 京子

53 L0004448 東葭 葉子 目黒テニスクラブ 東葭 葉子 60 62  

54 L0008574 小林 敬子 田柄テニスクラブ 60 61  島田 京子

55 L0012266 高橋 裕子 百合丘ファミリー 島田 京子 63 61  

56 L0004364 9～12 島田 京子 あじさいインドアテニススクール 61 61  佐谷 眞理

57 L0004221 13～16 米岡 喜代美 KPI 相田 玲子 61 62  

58 L0011826 相田 玲子 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 16 75 7-1 RET 相田 玲子

59 L0003642 清水 まゆみ 荏原ＳＳＣ 宮川 初枝 26 63 10-7 

60 L0005326 宮川 初枝 SPC 16 76(6) 10-4 佐谷 眞理

61 L0010077 池原 比登美 パブリックテニス宝ヶ池 武藤 はやみ 60 60  

62 L0019007 武藤 はやみ 東京都TA　 61 63  佐谷 眞理

63 L0010033 石丸 教子 明治神宮外苑テニスクラブ 佐谷 眞理 60 61  

64 L0001218 2 佐谷 眞理 ミズノ 61 60  



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

女子シングルス 65歳以上
登録No Seed Name 1R 2R 3R QF SF F

1 L0000072 1 中山 明代 大正セントラルテニスクラブ目白 中山 明代 優勝 ： 551

2 bye    中山 明代 準優勝 ： 385

3 L0007545 髙木 映子 武蔵野ローンテニスクラブ 髙木 映子 63 62  ベスト4 ： 270

4 L0009515 安達 啓子 エバーグリーンテニスフォレスト横浜 63 57 10-8 中山 明代 4R ： 189

5 L0018947 柴田 潤子 田園テニスクラブ 柴田 潤子 61 60  3R ： 132

6 bye    小林 ゆり子 2R ： 92

7 bye 小林 ゆり子 46 60 10-7 1R ： 12

8 L0007416 13～16 小林 ゆり子 関町ローンテニスクラブ    中山 明代

9 L0002835 9～12 八尾村 純子 田園テニス倶楽部 八尾村 純子 60 62  

10 bye    八尾村 純子

11 L0011439 島田 玲子 杉並区テニス連盟 島田 玲子 64 64  

12 L0008392 植木 房子 和泉テニスクラブ 62 62  新井 和江

13 L0005263 岡安 文子 見川フリーＴＣ 岡安 文子 60 61  

14 L0011558 清水 由紀子 スウィングＴＣ 67(4) 64 11-9 新井 和江

15 bye 新井 和江 61 62  

16 L0005569 5～8 新井 和江 ミナミグリーンT.C    中山 明代

17 L0000610 3～4 浅沼 栄子 ラリー・デュプレイシ・テニスアカデミー 浅沼 栄子 61 63  

18 bye    浅沼 栄子

19 L0000058 奥川 美恵子 ひまわりテニスクラブ 金丸 君子 63 67(2) 10-6 

20 L0012581 金丸 君子 リバーサイドＴ．Ｃ 75 63  寺本 協子

21 L0012703 平野 由理 若林テニスクラブ 平野 由理 63 62  

22 bye    寺本 協子

23 bye 寺本 協子 64 61  

24 L0004723 13～16 寺本 協子 名古屋LTC    寺本 協子

25 L0000481 9～12 与芝 薫 フォレストＴＣ 与芝 薫 46 64 10-2 

26 bye    与芝 薫

27 bye 松村 紀子    W.O.

28 L0001055 松村 紀子 アポロコーストテニスクラブ    与芝 薫

29 L0008556 長嶋 くみ子 田園テニスクラブ 長嶋 くみ子 75 64  

30 L0003611 石川 公子 目黒テニスクラブ 75 63  長尾 文子

31 bye 長尾 文子 63 36 10-3 WINNER
32 L0003418 5～8 長尾 文子 荏原SSC    中山 明代
33 L0001776 5～8 山本 佳代 大正セントラルTC目白 山本 佳代 76(7) 61  
34 bye    山本 佳代

35 L0006902 天明 早苗 田園テニス倶楽部 天明 早苗 61 63  

36 L0001933 橋本 博子 夢見ヶ崎テニスクラブ    W.O. 山本 佳代

37 L0000018 飯塚 圭子 明治神宮外苑ＴＣ 飯塚 圭子 64 61  

38 bye    古阪 訓子

39 bye 古阪 訓子 60 62  

40 L0003674 9～12 古阪 訓子 蓮田グリーンテニスクラブ    渋谷 優子

41 L0009244 13～16 渋谷 優子 リベラ仙台 渋谷 優子 64 63  

42 bye    渋谷 優子

43 bye 水間 茂代 61 61  

44 L0009609 水間 茂代 市ヶ尾T．C    渋谷 優子

45 L0006303 国嶋 澄子 市ヶ尾テニスクラブ 新谷 茂子 62 61  

46 L0006049 新谷 茂子 田園テニスクラブ 26 63 10-3 諸江 博子

47 bye 諸江 博子 67(4) 63 10-1 

48 L0007884 3～4 諸江 博子 霧ヶ丘アップテニスアカデミー    渋谷 優子

49 L0009127 5～8 松井 みどり 宮崎台テニスクラブ 松井 みどり 36 62 10-6 

50 bye    松井 みどり

51 L0006257 小林 真弓 アポロコーストテニスクラブ 小林 真弓 61 62  

52 L0004159 山本 加代子 大島フラワーテニスガーデン 75 36 10-5 松井 みどり

53 L0008472 大川 美小江 ＴＡＩ　Ｔennis　School 大川 美小江 57 62 10-8 

54 bye    多羅尾 清子

55 bye 多羅尾 清子 46 63 10-4 

56 L0001606 9～12 多羅尾 清子 高井戸ダイヤモンドTC    上原 美津枝

57 L0008841 13～16 阿部 澄 YYTC 阿部 澄 64 63  

58 bye    阿部 澄

59 bye 伊藤 由美子 61 63  

60 L0009401 伊藤 由美子 東京グリーンテニスクラブ    上原 美津枝

61 L0008339 小島 益美 ゴールドベル 宮島 靜 36 60 10-6 

62 L0009659 宮島 靜 金子テニスクラブ 61 26 10-5 上原 美津枝

63 bye 上原 美津枝 62 61  

64 L0002599 2 上原 美津枝 ミナミグリーンTC    



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

女子シングルス 70歳以上
登録No Seed Name 1R 2R 3R QF SF F

1 L0000110 1 北村 紀美子 青梅市テニス協会 北村 紀美子 優勝 ： 551

2 bye    北村 紀美子 準優勝 ： 385

3 L0018934 福士 愛子 JSTA 福士 愛子 61 60  ベスト4 ： 270

4 L0001188 茨木 千恵子 調布市テニス連盟 61 61  北村 紀美子 4R ： 189

5 L0006787 村上 久美子 大正セントラルテニスクラブ目白 村上 久美子 60 62  3R ： 132

6 bye    中山 秀子 2R ： 92

7 bye 中山 秀子 64 64  1R ： 12

8 L0000127 13～16 中山 秀子 明治神宮外苑テニスクラブ    北村 紀美子

9 L0004298 9～12 藤森 三代子 小平テニスクラブ 藤森 三代子 60 63  

10 bye    藤森 三代子

11 L0012787 森原 尚子 ダブルライン 小林 のり子 64 63  

12 L0002904 小林 のり子 神崎テニスカレッジ 61 62  藤森 三代子

13 後藤 瑠美子 田園テニス倶楽部 池田 孝子 57 63 10-5 

14 L0000097 池田 孝子 明治神宮外苑テニスクラブ 61 61  松林 綾子

15 bye 松林 綾子 61 64  

16 L0005700 5～8 松林 綾子 武蔵野ローンテニスクラブ    金澤 博子

17 L0000031 3～4 金澤 博子 京王テニスクラブ 金澤 博子 63 63  

18 bye    金澤 博子

19 L0008868 長谷川 たか子 明治神宮外苑テニスクラブ 竹内 千恵子 62 61  

20 L0000126 竹内 千恵子 湘南ローンTC    W.O. 金澤 博子

21 L0012441 宮本 淳子 ウエストグリーンテニスクラブ 宮本 淳子 60 63  

22 bye    栗原 裕子

23 bye 栗原 裕子 60 60  

24 L0009272 13～16 栗原 裕子 武蔵野ローンテニスクラブ    金澤 博子

25 L0000611 9～12 松井 文子 名古屋ローンテニスクラブ 松井 文子 61 64  

26 bye    松井 文子

27 bye 岩瀬 美佐子 61 64  

28 L0000706 岩瀬 美佐子 市ヶ尾テニスクラブ    大橋 和子

29 L0009775 今井 美知子 イースタンテニスクラブ 今井 美知子 62 63  

30 L0009565 宮川 美和子 大正セントラルテニスクラブ目白 63 63  大橋 和子

31 bye 大橋 和子 62 61  WINNER
32 L0000128 5～8 大橋 和子 小平テニスクラブ    金澤 博子
33 L0004252 5～8 伊藤 貴美子 若林テニスクラブ 伊藤 貴美子 64 67(1) 10-4 

34 bye    伊藤 貴美子

35 L0012265 秋間 美千 田園テニス倶楽部 花田 節子 60 62  

36 L0009142 花田 節子 高松ローンテニスクラブ 62 62  田辺 悦子

37 L0009794 佐藤 順子 エバーグリーンテニスフォレスト横浜 佐藤 順子 63 61  

38 bye    田辺 悦子

39 bye 田辺 悦子 62 61  

40 L0005456 9～12 田辺 悦子 市ヶ尾テニスクラブ    田辺 悦子

41 L0000131 13～16 前澤 幸江 明治神宮外苑テニスクラブ 前澤 幸江 60 75  

42 bye    前澤 幸江

43 bye 菊池 珠枝    W.O.

44 L0010633 菊池 珠枝 とつかＴＣ    前澤 幸江

45 L0009112 前谷 韶子 大正セントラル目白 前谷 韶子 46 43  RET

46 L0000879 仁木 百子 徳島ローンT.C 60 64  髙原 米子

47 bye 髙原 米子 76(2) 76(2)  

48 L0004305 3～4 髙原 米子 足柄ローンテニスクラブ    江沢 好美

49 L0000416 5～8 栗原 郁子 札幌LTC 栗原 郁子 62 62  

50 bye    栗原 郁子

51 L0006897 佐藤 やす子 夢見ヶ崎LTC 佐藤 やす子 64 64  

52 L0007451 吉谷川 純子 千歳テニス協会 75 60  栗原 郁子

53 L0009660 磯山 京子 田園テニスクラブ 磯山 京子 75 62  

54 bye    新沼 美智代

55 bye 新沼 美智代 64 62  

56 L0005164 9～12 新沼 美智代 神崎テニスカレッジ    江沢 好美

57 L0003538 13～16 小林 直子 関町ローンテニスクラブ 小林 直子 36 61 10-3 

58 bye    小林 直子

59 bye 高見 けい子 63 63  

60 L0007576 高見 けい子 明治神宮外苑テニスクラブ    江沢 好美

61 L0004134 星野 令 百草テニスガーデン 星野 令 60 61  

62 L0019045 岩波 恵子 テニスユナイテッド 63 62  江沢 好美

63 bye 江沢 好美 63 63  

64 L0001234 2 江沢 好美 クレールITS    



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

女子シングルス 75歳以上
登録No Seed Name 1R 2R QF SF F

1 L0009017 1 高橋 和子 武蔵野ローンテニスクラブ 高橋 和子
優勝 ： 484

2 bye

   

高橋 和子
準優勝 ： 339

3 L0001159 飯塚 寿子 国立競技場テニスクラブ 小泉 栄子

60 60  
ベスト4 ： 237

4 L0008475 小泉 栄子 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ

   W.O.

高橋 和子
3R ： 166

5 L0007918 藤平 則子 ウエストグリーン 藤平 則子

62 60  
2R ： 116

6 bye

   

上田 静子
1R ： 12

7 bye 上田 静子

26 64 10-4 

8 L0001499 5～8 上田 静子 明治神宮外苑テニスクラブ

   

稲垣 寿恵子

9 L0005499 3～4 土橋 クミ 千歳テニス協会 土橋 クミ

46 64  RET

10 bye

   

土橋 クミ

11 L0003057 高橋 洋子 相模原グリーンテニスクラブ 高橋 洋子

76(8) 63  

12 L0012776 六角 喜久子 関町ローンテニスクラブ

   W.O.

稲垣 寿恵子

13 L0004244 小見山 睦子 マキシマムスポーツマインド 天野 由美子

62 62  

14 L0012752 天野 由美子 田園テニス倶楽部

75 57 10-6 

稲垣 寿恵子

15 bye 稲垣 寿恵子

60 60  

16 L0003445 5～8 稲垣 寿恵子 市ヶ尾テニスクラブ

   

17 L0005539 5～8 早川 弘子 ウイッシュ 早川 弘子

18 bye

   

松尾 嘉智子

19 L0012707 松尾 嘉智子 善福寺公園テニスクラブ 松尾 嘉智子

64 60  

20 L0010459 三浦 彊子 荒川TC

61 62  

南井 多恵子

21 L0002997 館野 園子 明治神宮外苑テニスクラブ 館野 園子

   W.O.

22 L0004989 萱間 三鈴 小平テニスクラブ

76(5) 63  

南井 多恵子

23 bye 南井 多恵子

57 61 10-7 

24 L0000157 3～4 南井 多恵子 江戸川台テニスクラブ

   

工藤 信子

25 L0001602 5～8 田中 ミナ子 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ 田中 ミナ子

60 61  

26 bye

   

青戸 照子

27 bye 青戸 照子

36 64 10-5 

28 L0002859 青戸 照子 武蔵野ローンテニスクラブ

   

工藤 信子

29 L0018706 工藤 信子 川崎テニスクラブ 工藤 信子

63 62  

30 L0007359 高橋 良子 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ

63 75  

工藤 信子

31 bye 茂原 絢子

36 63 10-7 

32 L0003671 2 茂原 絢子 下川井テニスクラブ

   

WINNER

工藤 信子
63 46 11-9 



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

男子ダブルス 40歳以上
登録No Seed Name 1R QF SF F

1 G0018735 1 新井 崇志 庭球三田会
優勝 ： 426

G0018943 廣澤 賢 ジョッキアーモテニスクラブ 新井 崇志 / 廣澤 賢
準優勝 ： 298

2 bye

   
ベスト4 ： 209

bye 新井 崇志 / 廣澤 賢
2R ： 146

3 G0016343 坂牧 弘道 TOPインドアステージ亀戸

63 46 10-5 
1R ： 12

G0021251 渋谷 一義 TOPインドアステージ亀戸 前田 聡 / 小野崎 創

4 G0022372 前田 聡 メガロス柏

63 76(3)  

小野崎 創 メガロス 高橋 良昌 / 黒田 貴臣

5 G0015494 3～4 浅井 正之 川口市役所

75 63  

G0016375 渡辺 元雄 Hills  K-Nagatsuka TA 浅井 正之 / 渡辺 元雄

6 bye

   

bye 高橋 良昌 / 黒田 貴臣

7 高橋 良昌 二本松眼科

61 75  

G0020897 黒田 貴臣 サトウGTC 高橋 良昌 / 黒田 貴臣

8 澤田 明伸 Joint Sports

63 60  

WINNER

G0022154 八田 一彦 BOUNCER 高橋 良昌 / 黒田 貴臣

9 G0022531 上村 健 クレールインドアテニススクール

62 64  

村上 準 クレールインドアテニス 上村 健 / 村上 準

10 G0021555 髙橋 賢史 プログレソインドアスポーツ

62 61  

G0021556 山崎 淳 プログレソインドアスポーツ 上村 健 / 村上 準

11 bye

64 26 10-6 

bye 川添 章 / 本田 充生

12 G0020319 3～4 川添 章 サトウGTC

   

G0021460 本田 充生 MTF 上村 健 / 村上 準

13 G0020691 佐藤 俊輔 亀の甲山テニスクラブ

62 36 10-7 

G0019864 村田 智志 BLACKSOX 佐藤 俊輔 / 村田 智志

14 G0021257 伊藤 智弘 リーヴＴＣ

   W.O.

G0018388 中村 康仁 クレールインドアテニススクール 広末 達也 / 小野塚 英一

15 bye

63 63  

bye 広末 達也 / 小野塚 英一

16 G0019058 2 広末 達也 ABTA

   

G0017617 小野塚 英一 ROFT



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

男子ダブルス 45歳以上
登録No Seed Name 1R QF SF F

1 G0021710 1 土屋 年史 Leads
優勝 ： 426

G0022028 斉藤 和裕 マス・ガイアテニスクラブ 土屋 年史 / 斉藤 和裕
準優勝 ： 298

2 bye

   
ベスト4 ： 209

bye 土屋 年史 / 斉藤 和裕
2R ： 146

3 G0020405 長沢 雄次 新座ローンテニスクラブ

61 63  
1R ： 12

G0016226 浅海 健一 新座ローンテニスクラブ 長沢 雄次 / 浅海 健一

4 G0020273 早崎 卓也 東京法曹テニスクラブ

36 64 11-9 

G0021571 藤本 健一 東京法曹テニスクラブ 土屋 年史 / 斉藤 和裕

5 G0019343 3～4 金本 朗彦 WAFUテニスクラブ

64 63  

G0022165 田中 鋼 グリーンエイトテニススクール 金本 朗彦 / 田中 鋼

6 G0020787 中村 文哉 ナイキジャパン

63 61  

G0019320 道端 堅太郎 札幌ＬＴＣ 金本 朗彦 / 田中 鋼

7 G0020168 直原 浩司 杉田ゴルフ場テニスコート

76(2) 61  

G0021877 松本 和之 杉田ゴルフ場テニスコート 小川 浩二 / 津田 敬介

8 G0022492 小川 浩二 桜テニスクラブ

   W.O.

WINNER

津田 敬介 桜テニスクラブ 土屋 年史 / 斉藤 和裕

9 G0015445 佐藤 貴之 セサミT.S三鷹

64 76(6)  

G0021096 俣野 英紀 セサミT.S三鷹 小口 善寛 / 石井 宏昌

10 G0017991 小口 善寛 ルネサンス天王町

75 63  

G0022843 石井 宏昌 YITC 小口 善寛 / 石井 宏昌

11 G0021829 依田 新 髙松ローンテニスクラブ

64 57 10-6 

G0000809 伊藤 健二 大正セントラル新宿 依田 新 / 伊藤 健二

12 G0017650 3～4 小林 文祐 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ

46 75 10-3 

G0020193 吉見 信孝 京王テニスクラブ 長谷川 尚之 / 山里 徳郎

13 G0020499 長谷川 尚之 TI－CUBE

62 76(2)  

G0018425 山里 徳郎 こども音育ひろばリトモ 長谷川 尚之 / 山里 徳郎

14 G0019048 千鳥 貴裕 クレスト

   W.O.

G0018541 伊東 誠二郎 帝人フロンティア 長谷川 尚之 / 山里 徳郎

15 G0022344 小野 徹也 成城ジュニアテニスアカデミー

   W.O.

G0022343 岩坂 英樹 成城ジュニアテニスアカデミー 小野 徹也 / 岩坂 英樹

16 G0017912 2 宮澤 保志 足利ローン

75 16 10-5 

G0021744 松葉 直樹 足利ローン



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

男子ダブルス 50歳以上
登録No Seed Name 1R QF SF F

1 G0015595 1 相場 学 館林ローンテニスクラブ
優勝 ： 426

G0008959 松岡 豊武 ブリヂストンスポーツ 相場 学 / 松岡 豊武
準優勝 ： 298

2 bye

   
ベスト4 ： 209

bye 相場 学 / 松岡 豊武
2R ： 146

3 G0019094 大橋 孝一 総武グリーンテニスクラブ

64 61  
1R ： 12

G0017949 山脇 賢二 与野テニスクラブ 寺澤 健太郎 / 中澤 眞澄

4 G0019020 寺澤 健太郎 おはよーテニス

62 60  

中澤 眞澄 おはよーテニス 太田 茂晴 / 輿石 龍児

5 G0000765 3～4 太田 茂晴 Leads

76(2) 64  

G0002086 輿石 龍児 川口市役所 太田 茂晴 / 輿石 龍児

6 G0020649 長谷川 修 TEAM YU-YU

60 61  

G0021599 真中 寛 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 太田 茂晴 / 輿石 龍児

7 G0006120 大野 雅仁 横須賀テニスクラブ

46 61 10-2 

G0006119 山森 大輔 横須賀テニスクラブ 大野 雅仁 / 山森 大輔

8 G0020190 中川 健 東京グリーンテニスクラブ

64 75  

WINNER

G0021682 伊藤 和徳 東京グリーンテニスクラブ 太田 茂晴 / 輿石 龍児

9 G0020220 鈴木 元彦 明治神宮外苑テニスクラブ

62 63  

G0021380 大森 和彦 マサスポーツシステム 大田 実 / 難波 広

10 G0020906 大田 実 千代田区テニス協会

62 63  

G0015030 難波 広 BMWJ 浅場 敦 / 吉村 直高

11 G0021373 浅場 敦 ウッドテニス

62 62  

G0022763 吉村 直高 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 浅場 敦 / 吉村 直高

12 G0018910 3～4 馬賀 信二 ラハイナ

64 60  

G0018813 菊池 政行 横須賀ダイヤランドテニスクラブ 浅場 敦 / 吉村 直高

13 G0018450 奥村 尚弘 東宝調布テニスクラブ

36 62 11-9 

G0002869 戸野 岳志 東宝調布テニスクラブ 奥村 尚弘 / 戸野 岳志

14 G0016917 水谷 秀之 アレスマイスター

61 76(6)  

G0007377 土屋 陽一 京浜クラブ 奥村 尚弘 / 戸野 岳志

15 bye

   W.O.

bye 山下 幸志 / 吉川 剛志

16 G0014210 2 山下 幸志 松山下SC

   

G0002085 吉川 剛志 鎌倉宮カントリーT.C



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

男子ダブルス 55歳以上
登録No Seed Name 1R QF SF F

1 G0006134 1 鈴木 光弘 イースタンテニスクラブ
優勝 ： 426

G0000137 辻 孝彦 M.I.T.C.(南町田インターナショナルテニスカレッジ) 鈴木 光弘 / 辻 孝彦
準優勝 ： 298

2 bye

   
ベスト4 ： 209

bye 鈴木 光弘 / 辻 孝彦
2R ： 146

3 G0000154 戸木 教夫 ISHII.TA

61 61  
1R ： 12

G0001186 木田 聖一 ジュエインドアテニス 中野 康之 / 浅井 良樹

4 G0018920 中野 康之 アップルテニスクラブ

63 76(2)  

G0000128 浅井 良樹 プロバインズ 鈴木 光弘 / 辻 孝彦

5 G0016600 3～4 渡邊 隆典 RIZU

61 64  

G0000157 蓮沼 孝 JR東日本東京 渡邊 隆典 / 蓮沼 孝

6 bye

   

bye 渡邊 隆典 / 蓮沼 孝

7 bye

61 62  

bye 奥谷 靖 / 田鍋 文啓

8 G0014509 奥谷 靖 バルヴェール

   

WINNER

G0016158 田鍋 文啓 バルヴェール 鈴木 光弘 / 辻 孝彦

9 G0016352 堀内 秀一 稲門テニス倶楽部

36 76(5) 10-6 

G0009401 Mic Muko TTN's 堀内 秀一 / Mic Muko

10 G0016734 薮田 恵士 KPI

   W.O.

G0000121 岩見 亮 KPI 三井 勝彦 / 土橋 直樹

11 bye

61 62  

bye 三井 勝彦 / 土橋 直樹

12 G0017994 3～4 三井 勝彦 アクトスポーツクラブ

   

G0002872 土橋 直樹 飯能優球人 三井 勝彦 / 土橋 直樹

13 G0011966 戸田 義次 八王子アイビーテニスクラブ

62 62  

G0010343 中島 裕幸 八王子アイビーテニスクラブ 小山 鑑明 / 吉川 実

14 G0016002 小山 鑑明 テニスユナイテッド

62 64  

G0020000 吉川 実 テニスユナイテッド 秋山 敏行 / 浜中 義治

15 bye

63 62  

bye 秋山 敏行 / 浜中 義治

16 G0006262 2 秋山 敏行 にこにこTC

   

G0007383 浜中 義治 Club　Hit



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

男子ダブルス 60歳以上
登録No Seed Name 1R QF SF F

1 G0020189 1 倉島 英造 東京ローンテニスクラブ
優勝 ： 426

G0001928 廣岡 孝通 プロ・KPI 倉島 英造 / 廣岡 孝通
準優勝 ： 298

2 bye

   
ベスト4 ： 209

bye 倉島 英造 / 廣岡 孝通
2R ： 146

3 G0015453 馬 占江 八王子市テニス連盟

75 62  
1R ： 12

肥後 康一 Leads 馬 占江 / 肥後 康一

4 G0015675 石井 康義 松戸テニスクラブ

61 61  

G0015827 田原 洋一 高松ローンテニスクラブ 倉島 英造 / 廣岡 孝通

5 G0019296 3～4 山下 修二 TENNEX

61 61  

G0000192 宮島 信行 亀の甲山テニスクラブ 山下 修二 / 宮島 信行

6 G0011417 難波 克行 町田ローンテニスクラブ

63 64  

G0015981 山下 吉信 イースタンテニスクラブ 山下 修二 / 宮島 信行

7 G0013726 斉藤 清隆 和泉テニスクラブ

62 60  

G0011185 二見 一由 小田原テニス倶楽部 斉藤 清隆 / 二見 一由

8 G0015509 浦野 健治 薮塚本町テニスクラブ

62 75  

WINNER

G0000910 矢澤 康弘 ＫＴＲ 倉島 英造 / 廣岡 孝通

9 G0016391 土田 達 武蔵野市テニス連盟

61 60  

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

10 G0014518 露崎 博司 江戸川区テニス連盟

62 67(3) 10-7 

G0017751 ジェフリー 金本 港区テニス連盟 土田 達 / 須永 祐司

11 G0019102 村田 善保 足立区テニス協会

62 75  

G0018546 戸田 修二 目黒区テニス協会 神山 好弘 / 鎌田 幸年

12 G0013511 3～4 神山 好弘 キリウテニスクラブ

64 62  

G0000755 鎌田 幸年 小金井市テニス連盟 藤原 道雄 / 村田 泰造

13 G0008733 小松川 誠 上尾セントラルテニスクラブ

64 63  

G0022761 生稲 年之 パコン王国 山本 俊郎 / 田村 守

14 G0022826 山本 俊郎 TENNIS SUNRISE

63 67(4) 10-2 

G0021427 田村 守 小平テニスクラブ 藤原 道雄 / 村田 泰造

15 bye

16 63 10-8 

bye 藤原 道雄 / 村田 泰造

16 G0016372 2 藤原 道雄 光が丘テニスクラブ

   

G0012137 村田 泰造 チーム水沢有馬



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

男子ダブルス 65歳以上
登録No Seed Name 1R 2R QF SF F

1 G0000218 1 麦 富栄 横須賀ダイヤランドテニスクラブ 優勝 ： 484

G0000234 草野 貢二 町田ローンテニスクラブ 麦 富栄 / 草野 貢二 準優勝 ： 339

2 G0018598 佐藤 義英 リベロ 62 62  ベスト4 ： 237

G0010948 井上 憲紀 長谷川香料 笠原 良一 / 山科 律 3R ： 166

3 G0001455 宮下 恒郎 新座ローンTC 36 64 10-2 2R ： 116

G0020948 安斎 正郷 新座ローンTC 笠原 良一 / 山科 律 1R ： 12

4 G0019605 笠原 良一 湘南ファミリーT/C 63 75  

G0015736 山科 律 湘南ファミリーT/C 遠藤 和美 / 中嶋 俊彦

5 G0022765 堀口 清澄 青学理工OBS 64 62  

G0022768 松岡 直樹 青学理工OBS 新美 進 / 小野田 洋一

6 G0000159 新美 進 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞT.C 62 75  

小野田 洋一 リバーサイドT.C 遠藤 和美 / 中嶋 俊彦

7 G0014719 熊野 睦彦 中央林間テニスクラブ 60 60  

G0002639 小川 健一 中央林間テニスクラブ 遠藤 和美 / 中嶋 俊彦

8 G0019927 5～8 遠藤 和美 稲城市テニス連盟 60 60  

G0017764 中嶋 俊彦 横浜ガーデンテニスクラブ 遠藤 和美 / 中嶋 俊彦

9 G0017897 3～4 諏澤 誠治 ＩＴＣ 62 62  

G0001263 西本 陽一 ユニバー神戸テニス倶楽部 諏澤 誠治 / 西本 陽一

10 G0020121 田中 広 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 76(6) 64  

G0009853 鈴木 兵部 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 諏澤 誠治 / 西本 陽一

11 G0022889 鹿嶋 常博 明治神宮外苑テニスクラブ 36 62 10-4 

G0018412 嘉藤 雄次 神宮外苑テニスクラブ 加藤 功 / 石井 修悟

12 G0022109 加藤 功 アトム    W.O.

石井 修悟 ＭＩＴ 太田 和彦 / 皆川 勉

13 G0021797 山口 成夫 茨城県シニアテニス連盟 26 75 10-8 

G0021370 中神 茂 茨城県シニアテニス連盟 菅野 孝二 / 日下部 聖志

14 G0016486 菅野 孝二 茅ヶ崎ローゼテニスクラブ 36 61 10-6 

G0016481 日下部 聖志 サントピアテニスクラブ 太田 和彦 / 皆川 勉

15 G0015623 赤毛 裕 渋谷区硬式テニス連盟 36 62 10-8 

G0000202 播本 裕司 上尾セントラルＴＣ 太田 和彦 / 皆川 勉

16 G0000164 5～8 太田 和彦 成蹊テニス会    W.O. WINNER
G0003017 皆川 勉 和泉テニスクラブ 遠藤 和美 / 中嶋 俊彦

17 G0019152 5～8 加藤 義明 三菱電機鎌倉 62 60  
G0004611 井上 則行 セントマリアホスピタルTC 加藤 義明 / 井上 則行

18 G0021779 小宮 直紀 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 62 64  

G0021770 阿部 良一 高井戸ダイヤモンド 加藤 義明 / 井上 則行

19 G0001326 松窪 耕玄 石神井ローンテニスクラブ 61 64  

G0022479 鮫島 寛充 ESSC茅ヶ崎 松窪 耕玄 / 鮫島 寛充

20 G0019885 浜口 倶光 名細テニスクラブ 46 63 10-5 

G0018248 清水 照雄 月見野ローンテニスクラブ 加藤 義明 / 井上 則行

21 G0017090 入岡 一吉 相模原グリーンテニスクラブ 60 63  

G0021944 佐藤 均 寒川ローンテニスクラブ 福垣 嘉浩 / 吉川 昇

22 G0021817 福垣 嘉浩 あざみ野ローンテニスクラブ 62 63  

G0020330 吉川 昇 稲城市テニス連盟 由田 秀行 / 椎橋 豊

23 G0007789 村松 秀紀 松山ローンテニスクラブ 61 64  

G0007790 青木 洋明 湘南ファミリーテニスクラブ 由田 秀行 / 椎橋 豊

24 G0017375 3～4 由田 秀行 横河電機 60 60  

G0017221 椎橋 豊 夢見ヶ崎TC 加藤 義明 / 井上 則行

25 G0006136 5～8 三枝 猛志 亀の甲山TC 63 64  

G0015537 石田 享司 ＹＳＣ（横浜スポーツマンクラブ） 三枝 猛志 / 石田 享司

26 G0017073 中西 幸雄 ウインザーラケットショップ 60 60  

小板 好文 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ 三枝 猛志 / 石田 享司

27 G0022857 松本 和明 八幡山ローンテニスクラブ 63 63  

G0020839 友野 史郎 足柄ローン 松本 和明 / 友野 史郎

28 G0018968 三浦 弦 横浜ガーデンテニスクラブ 60 64  

G0019116 有馬 市郎 横浜ガーデンテニスクラブ 竹沢 康政 / 松本 正一

29 G0018268 竹中 一夫 明治神宮外苑テニスクラブ 60 63  

安川 忠男 善福寺公園テニスクラブ 東城 秀明 / 荻原 邦彦

30 G0016161 東城 秀明 関町ローンテニスクラブ 36 61 10-6 

G0018883 荻原 邦彦 関町ローンテニスクラブ 竹沢 康政 / 松本 正一

31 G0012531 岡野 靜夫 松原テニスクラブ印西 61 75  

G0020338 岡崎 博志 クラブＵ．Ｔ．Ａ． 竹沢 康政 / 松本 正一

32 G0020448 2 竹沢 康政 ウエストグリーンテニスクラブ 64 60     

G0007827 松本 正一 ウエストグリーンテニスクラブ



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

男子ダブルス 70歳以上
登録No Seed Name 1R 2R QF SF F

1 G0014050 1 石川 隆一 横浜ガーデンテニスクラブ 優勝 ： 484

G0015672 須賀 賢司 名細テニスクラブ 石川 隆一 / 須賀 賢司 準優勝 ： 339

2 G0016401 大澤 研二 武蔵野ローンテニスクラブ 62 62  ベスト4 ： 237

G0018237 平林 行夫 武蔵野ローンテニスクラブ 石川 隆一 / 須賀 賢司 3R ： 166

3 G0017767 山本 和功 大森テニスクラブ 75 46 10-8 2R ： 116

G0018924 矢田部 弘 大森テニスクラブ 青木 曠憲 / 渡会 正晃 1R ： 12

4 G0022821 青木 曠憲 ケンウッドテニスクラブ    W.O.

G0022805 渡会 正晃 ケンウッドテニスクラブ 石川 隆一 / 須賀 賢司

5 G0013962 宇野 和之 湘南ファミリーT/C 60 64  

G0015407 谷本 友秀 湘南ファミリーＴ/Ｃ 宇野 和之 / 谷本 友秀

6 G0020983 神田 泰夫 テニスガーデンレニックス 62 62  

G0016709 和田 修 テニスガーデン　レニックス 富山 和義 / 鞘脇 正明

7 G0015366 富山 和義 いなげフラワーテニスクラブ 60 63  

G0019536 鞘脇 正明 千葉県シニアテニスクラブ 富山 和義 / 鞘脇 正明

8 G0019501 5～8 間宮 清 原宿テニスクラブ 63 61  

G0000106 佐藤 雅之 アプリテニスクラブ 石川 隆一 / 須賀 賢司

9 G0000110 3～4 鉢蝋 修 和泉テニスクラブ 60 62  

G0017926 成田 繁雄 和泉テニスクラブ 中田 弘 / 早川 用二

10 G0010320 中田 弘 足立区テニス協会 60 16 10-6 

G0017674 早川 用二 いなげフラワー 中田 弘 / 早川 用二

11 G0015635 石井 曉 グリーンウッドテニスクラブ 63 64  

G0017791 松本 豊 CSTA(千葉県シニアテニス連盟） 樋爪 光兵 / 中島 國智

12 G0015557 樋爪 光兵 横浜ガーデンテニスクラブ 76(6) 46 10-6 

G0013734 中島 國智 横浜ガーデンテニスクラブ 中田 弘 / 早川 用二

13 G0006788 森谷 直之 小平テニス倶楽部 57 64 10-8 

G0013602 小野田 隆義 若草テニスクラブ 森谷 直之 / 小野田 隆義

14 G0017845 長谷川 義春 港区テニス連盟 63 64  

G0014929 冬木 嘉平次 国立競技場霞ヶ丘庭球場 朝倉 伸行 / 坂井 宣夫

15 G0000119 萩原 寛 明治神宮外苑テニスクラブ 64 63  

G0008941 清重 舜介 明治神宮外苑テニスクラブ 朝倉 伸行 / 坂井 宣夫

16 G0000924 5～8 朝倉 伸行 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙTC 62 67(3) 10-1 WINNER
G0014207 坂井 宣夫 SKYTON 柳川 嘉夫 / 桐原 清徳

17 G0015447 5～8 前田 克己 千葉田園テニス倶楽部 60 75  
G0002060 山田 忠利 小平テニス倶楽部 前田 克己 / 山田 忠利

18 G0007614 川口 和秋 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 61 62  

G0000412 上田 滋 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 前田 克己 / 山田 忠利

19 G0019917 椎橋 能久 取手市民硬式テニスクラブ 61 62  

G0021139 沼田 義男 守谷テニスクラブ 椎橋 能久 / 沼田 義男

20 G0019537 大草 正 明治神宮外苑テニスクラブ 62 76(4)  

G0018433 岡野 隆 明治神宮外苑テニスクラブ 前田 克己 / 山田 忠利

21 G0022358 角田 晃 シードアヤセテニスクラブ 75 60  

G0018124 山下 昭男 三菱化工機 井上 雅幾 / 星井 眞

22 G0018944 井上 雅幾 とつかテニスクラブ 62 63  

G0020033 星井 眞 鎌倉宮カントリーT.C 井上 雅幾 / 星井 眞

23 G0018427 原田 雅弘 横浜ガーデンテニスクラブ 61 64  

G0017059 袴田 勲 横浜ガーデンTC 鈴木 孝平 / 塩見 芳彦

24 G0019935 3～4 鈴木 孝平 大正セントラルテニスクラブ目白 62 63  

G0000217 塩見 芳彦 横須賀ダイヤランドテニスクラブ 柳川 嘉夫 / 桐原 清徳

25 G0014607 5～8 織田 和雄 鎌倉ローンテニス倶楽部 62 67(4) 10-6 

G0009635 宮地 俊樹 明治神宮外苑テニスクラブ 織田 和雄 / 宮地 俊樹

26 G0017872 中野 利勝 グリーンウッドテニスクラブ 62 64  

G0021087 伊藤 孝行 船橋さくらテニスクラブ 織田 和雄 / 宮地 俊樹

27 G0012512 米山 徹夫 越谷グリーンテニスクラブ 62 64  

G0016414 古市 美喜夫 テニスパーク宮原 米山 徹夫 / 古市 美喜夫

28 G0017592 青木 建爾 横浜ガーデンテニスクラブ 61 62  

G0020314 加藤 浩 茅野市テニス協会 柳川 嘉夫 / 桐原 清徳

29 G0014970 中村 行男 日機装 62 61  

G0015685 大塚 叔克 足立区テニス協会 中村 行男 / 大塚 叔克

30 G0017816 木村 英主 シチズンテニスクラブ 60 62  

G0022802 我孫子 和夫 東京ローンテニスクラブ 柳川 嘉夫 / 桐原 清徳

31 G0014765 佐藤 政雄 サトウGTC 64 64  

G0015720 本村 陽一 水郷インドアテニスアカデミー 柳川 嘉夫 / 桐原 清徳

32 G0011013 2 柳川 嘉夫 昭和の森テニスセンター    W.O.    

G0012254 桐原 清徳 和泉テニスクラブ



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

男子ダブルス 75歳以上
登録No Seed Name 1R 2R QF SF F

1 G0013735 1 酒井 国雄 立川グリーンテニスクラブ 優勝 ： 484

G0009037 小篠 輝章 槻の森テニスクラブ 酒井 国雄 / 小篠 輝章 準優勝 ： 339

2 bye    ベスト4 ： 237

bye 酒井 国雄 / 小篠 輝章 3R ： 166

3 G0019006 橋本 義範 日本郵政グループ 60 62  2R ： 116

G0012162 伊藤 孝光 ケンウッドＴＣ 橋本 義範 / 伊藤 孝光 1R ： 12

4 G0007549 小松 信 成城スクエアTC 62 46 10-5 

G0021027 柿原 健一郎 赤門テニスクラブ 酒井 国雄 / 小篠 輝章

5 G0000086 輪湖 晃 アドバンテージテニスクラブ 41   RET

G0018031 中村 宣弘 たけぶちテニスクラブ 輪湖 晃 / 中村 宣弘

6 G0001364 喜多方 直義 昭和電工マスターズ 61 63  

G0012067 小坂 冨吉 昭和電工マスターズ 輪湖 晃 / 中村 宣弘

7 G0011431 小暮 耕一郎 長谷川香料 76(5) 36 10-8 

G0014345 宮崎 勝 長谷川香料 秋澤 成洪 / 田中 正剛

8 G0002522 5～8 秋澤 成洪 横浜インターナショナル テニス コミュニティー 26 62 10-7 

G0000089 田中 正剛 三菱重工業 酒井 国雄 / 小篠 輝章

9 G0000076 3～4 川緑 衛 高洲テニスクラブ 64 63  

G0014629 藤田 元良 鷹之台テニスクラブ 川緑 衛 / 藤田 元良

10 bye    

bye 向高 祐邦 / 三國 晃

11 G0016227 向高 祐邦 茨城県シニアテニス連盟 62 62  

G0022892 三國 晃 茨城県シニアテニス連盟 向高 祐邦 / 三國 晃

12 G0016592 河野 晶二郎 ＴＴ新浦安 60 62  

G0009221 上平 清 相模原スポーツガーデン 向高 祐邦 / 三國 晃

13 G0015601 中川 洋三 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 63 62  

G0020546 石川 忠敬 ＷＴＣ綾瀬 中川 洋三 / 石川 忠敬

14 G0016878 杉田 剛 S.ONEグリーンテニスクラブ 16 63 10-7 

G0007437 高田 俊彦 川崎テニスクラブ 有本 誠一郎 / 馬杉 秩彦

15 G0009208 北川 四郎 武蔵野ローンテニスクラブ 62 36 10-5 

G0002599 梅沢 洋二 月見野テニスクラブ 有本 誠一郎 / 馬杉 秩彦

16 G0009020 5～8 有本 誠一郎 鎌倉ローンテニスクラブ 60 61  WINNER
G0019922 馬杉 秩彦 TGレニックス 酒井 国雄 / 小篠 輝章

17 G0012818 5～8 西 淳二 成城スクエアテニスクラブ 64 63  
G0000077 吉村 正 日本大学テニス部桜門会 西 淳二 / 吉村 正

18 bye    

bye 福地 康博 / 福島 尚雄

19 G0014724 木下 正利 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 63 76(2)  

G0009136 片山 隆三郎 船橋さくらＴＣ 福地 康博 / 福島 尚雄

20 G0013820 福地 康博 寒川ローンテニスクラブ 61 62  

G0013791 福島 尚雄 横須賀ダイヤランドテニスクラブ 福地 康博 / 福島 尚雄

21 G0013683 山口 隆久 リトルプリンスT.C 63 64  

G0021790 福田 興司 カオス 矢野 達男 / 野沢 淳

22 G0021553 矢野 達男 立川グリーンテニスクラブ 26 63 10-4 

G0005211 野沢 淳 立川グリーンテニスクラブ 前田 忠昭 / 藤井 道雄

23 bye 61 64  

bye 前田 忠昭 / 藤井 道雄

24 G0002985 3～4 前田 忠昭 鎌倉ローンテニスクラブ    

G0000063 藤井 道雄 東京ローンテニスクラブ 古谷 和男 / 今中 隆雄

25 G0011089 5～8 高橋 敏雄 成城スクエアTC 62 75  

G0011114 塩沢 清和 成城スクエアテニスクラブ 山本 正之 / 磯田 憲佑

26 G0017140 山本 正之 ヨコハマクラブ 62 46 10-4 

G0000419 磯田 憲佑 フェニックス 河内 常一 / 瀧口 勝

27 G0015810 河内 常一 名細テニスクラブ 63 61  

G0000104 瀧口 勝 三菱化学 河内 常一 / 瀧口 勝

28 G0010464 柴田 政剛 相模原グリーンテニスクラブ 75 61  

G0021850 井上 裕夫 相模原ねんりんテニスクラブ 古谷 和男 / 今中 隆雄

29 G0006224 小澤 琢磨 サンブリッジＴＣ 61 62  

G0017884 奥村 重吉 エバーグリーンテニスフォレスト横浜 高橋 勲 / 水田 浩

30 G0000101 高橋 勲 新座ローンテニスクラブ    W.O.

G0003013 水田 浩 殿山テニスガーデン 古谷 和男 / 今中 隆雄

31 bye 61 26 10-3 

bye 古谷 和男 / 今中 隆雄

32 G0002063 2 古谷 和男 駒ヶ根テニス協会       

G0007381 今中 隆雄 ブルドンウィン



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

男子ダブルス 80歳以上
登録No Seed Name 1R SF F

1 G0017014 1 深井 克彦 ＣＴＡ

優勝 ： 375

G0012041 福山 岩男 アートヒルＴＣ 深井 克彦 / 福山 岩男
準優勝 ： 262

2 G0003357 加藤 久明 逗子市テニス協会

64 60  
ベスト4 ： 183

G0015248 谷津 正次 ポプラ倶楽部 深井 克彦 / 福山 岩男
1R ： 12

3 G0019588 黒須 美幸 川崎テニスクラブ

67(6) 61 10-7 

G0004474 辻田 裕司 新座ローンテニスクラブ 黒須 美幸 / 辻田 裕司

4 G0000017 尾台 正司 明治神宮外苑テニスクラブ

36 63 10-2 

WINNER

G0002899 中村 誠一 明治神宮外苑テニスクラブ 深井 克彦 / 福山 岩男

5 G0000014 高瀬 健二 川崎テニスクラブ

57 62 10-3 

G0000028 渡辺 聰 川崎テニスクラブ 高瀬 健二 / 渡辺 聰

6 G0002530 東 恭平 成城スクエアテニスクラブ

62 64  

G0004373 猪熊 研二 東京ローンテニスクラブ 高瀬 健二 / 渡辺 聰

7 G0013722 大峠 昌功 佐野テニス協会　フォールート

61 61  

G0022779 篠田 信征 フォールート 大峠 昌功 / 篠田 信征

8 G0005775 2 生川 芳久 東京ローンテニスクラブ

75 63  

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54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

男子ダブルス 85歳以上
登録No Seed Name 1R SF F

1 G0007720 1 岡田 進 三重GTC

優勝 ： 375

G0000060 宮地 邦雄 アイ・テニスクラブ 岡田 進 / 宮地 邦雄
準優勝 ： 262

2 bye

   
ベスト4 ： 183

bye 岡田 進 / 宮地 邦雄
1R ： 12

3 G0005513 岡 誠 親和テニスクラブ

63 63  

G0010376 井上 武夫 立野ローンテニスクラブ 岡 誠 / 井上 武夫

4 G0000409 西村 博 関町ローンテニスクラブ

63 60  

WINNER

G0006261 山元 一夫 クレールITS 岡田 進 / 宮地 邦雄

5 G0002848 塚田 康重 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ

60 63  

G0011857 大迫 雅芳 ATKテニススクール 塚田 康重 / 大迫 雅芳

6 bye

   

bye 中村 克宏 / 本間 満雄

7 bye

   W.O.

bye 中村 克宏 / 本間 満雄

8 G0000710 2 中村 克宏 泉パークタウンテニスクラブ

   

本間 満雄 千葉県シニアテニス連盟(千葉県テニス協会)



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

女子ダブルス 40歳以上
登録No Seed Name 1R SF F

1 L0012781 1 辻 奈美 ノータッチ

優勝 ： 375

L0012780 渡邊 朋子 GODAIテニスカレッジ 辻 奈美 / 渡邊 朋子
準優勝 ： 262

2 L0018548 齊藤 綾香 吉田記念テニス研修センター

64 63  
ベスト4 ： 183

L0018543 菊地 里奈 ウエストヒルズTC 辻 奈美 / 渡邊 朋子
1R ： 12

3 綱川 真弓 ワールド航空サービス

75 76(5)  

細山 優美 ワールド航空サービス 綱川 真弓 / 細山 優美

4 L0012338 三田村 恵 新札幌テニスクラブ

63 75  

WINNER

L0018920 岩下 江里 目黒区テニス協会 辻 奈美 / 渡邊 朋子

5 L0018552 木次 桜 テニスユナイテッド

61 62  

L0019234 寺内 純子 テニスユナイテッド 木次 桜 / 寺内 純子

6 L0018529 霧生 香 SPTC

64 62  

L0019000 大澤 詩保子 杉並区テニス連盟 木次 桜 / 寺内 純子

7 L0012301 月脚 友美子 吉田記念

64 64  

L0018558 鈴木 薫 Ｋen'sインドアテニススクール 月脚 友美子 / 鈴木 薫

8 L0012087 2 高比良 美加 ABTA

76(3) 67(3) 10-8 

L0011846 溝口 康恵 立川市テニス連盟



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

女子ダブルス 45歳以上
登録No Seed Name 1R 2R QF SF F

1 L0010589 1 青木 奈央 IHSMアリーナ 優勝 ： 484

L0011426 片山 恵子 マス・ガイアTC 青木 奈央 / 片山 恵子 準優勝 ： 339

2 bye    ベスト4 ： 237

bye 神保 美保子 / 乙部 瑞代 3R ： 166

3 L0011455 福島 みち子 エリステニスクラブ 62 57 10-3 2R ： 116

L0011816 吉川 真理 イースタンテニス 神保 美保子 / 乙部 瑞代 1R ： 12

4 L0012667 神保 美保子 テニスユナイテッド 62 61  

乙部 瑞代 テニスユナイテッド 神保 美保子 / 乙部 瑞代

5 水野 理香 松原TC 46 75 10-7 

L0011015 中村 晶子 ローリープランニングTC 水野 理香 / 中村 晶子

6 bye    

bye 山時 美央 / 永田 順子

7 bye 60 36 12-10 

bye 山時 美央 / 永田 順子

8 L0012025 5～8 山時 美央 テニス DIVO    

L0012310 永田 順子 クレールインドアテニススクール 大竹 由紀絵 / 奥山 律子

9 L0010599 3～4 笠井 和子 松原テニスクラブ 64 57 11-9 

L0011806 村田 珠美 IHSMアリーナ 笠井 和子 / 村田 珠美

10 bye    

bye 笠井 和子 / 村田 珠美

11 L0010097 加藤 みどり 横浜スポーツマンクラブ 61 63  

L0012664 花﨑 珠美 オークランドテニスクラブ 加藤 みどり / 花﨑 珠美

12 L0012120 ヘンダーソン 園江 東京ローンテニスクラブ    W.O.

L0018879 ステネカー へスター 東京ローンテニスクラブ 大竹 由紀絵 / 奥山 律子

13 L0011900 宮下 亜紀子 テニスナッツ 60 16 13-11 

L0018922 高橋 美帆子 with 大竹 由紀絵 / 奥山 律子

14 L0011453 大竹 由紀絵 テニスユナイテッド 75 63  

L0012674 奥山 律子 テニスユナイテッド 大竹 由紀絵 / 奥山 律子

15 bye 61 63  

bye 大島 あい / 高橋 奈津美

16 L0011999 5～8 大島 あい 茨城レディース    WINNER
L0011756 高橋 奈津美 所沢市テニス協会 松尾 あゆみ / 梅田 真由美

17 L0018453 5～8 瀧川 友美 テニスユナイテッド 76(3) 61  
L0018893 田村 知子 あさきテニスクラブ 瀧川 友美 / 田村 知子

18 bye    

bye 松尾 あゆみ / 梅田 真由美

19 松尾 あゆみ エバーグリーンテニスフォレスト横浜 62 60  

梅田 真由美 リーファTG 松尾 あゆみ / 梅田 真由美

20 L0010005 戸谷 敦子 ジュエインドアテニス 61 64  

漆原 美幸 セサミテニススクール東久留米 松尾 あゆみ / 梅田 真由美

21 L0019046 野口 ゆうこ 高輪テニスセンター 63 62  

広瀬 まきこ TTC 倉掛 順子 / 垂石 菜美

22 L0011208 倉掛 順子 チームオクヤマ 60 61  

L0019085 垂石 菜美 スランプ 倉掛 順子 / 垂石 菜美

23 bye 62 75  

bye 佐々木 美香 / 清家 麻理子

24 L0018458 3～4 佐々木 美香 湘南ローンテニスクラブ    

L0012670 清家 麻理子 湘南ローンテニスクラブ 松尾 あゆみ / 梅田 真由美

25 L0012243 5～8 井上 昌美 東宝調布テニスクラブ 75 63  

L0010585 家崎 洋子 アシニス 井上 昌美 / 家崎 洋子

26 bye    

bye 井上 昌美 / 家崎 洋子

27 bye 75 61  

bye 吉川 政子 / 前田 晶

28 L0012124 吉川 政子 リトルプリンステニスクラブ    

L0011030 前田 晶 First 佐野 雅子 / 竹中 友美恵

29 L0010921 中里 淳子 松原TC 62 63  

L0018537 酒井 知代子 松山下SC 中里 淳子 / 酒井 知代子

30 L0012411 池田 千奈津 ヤナギ 62 62  

辰野 和美 大田区テニス連盟 佐野 雅子 / 竹中 友美恵

31 bye 62 64  

bye 佐野 雅子 / 竹中 友美恵

32 L0011021 2 佐野 雅子 西東京市硬式テニス協会       

L0012233 竹中 友美恵 中野区テニス連盟



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

女子ダブルス 50歳以上
登録No Seed Name 1R 2R QF SF F

1 L0006857 1 橋本 淳子 ZEPHYR 優勝 ： 484

L0008497 浅羽 恭子 ヤナギ 橋本 淳子 / 浅羽 恭子 準優勝 ： 339

2 bye    ベスト4 ： 237

bye 橋本 淳子 / 浅羽 恭子 3R ： 166

3 L0011811 鈴木 巳季 江戸川区テニス連盟 63 62  2R ： 116

L0012239 御代 左絵子 JSSアリーナ松戸 鈴木 巳季 / 御代 左絵子 1R ： 12

4 L0010538 勝原 美香 コートピア大泉 36 63 10-8 

L0018454 中 容美 ウィッシュ 鎌田 桂子 / 田村 豊美

5 L0012048 幸田 和子 立野ローン 75 76(5)  

L0010622 因藤 富美子 中野区テニス連盟 幸田 和子 / 因藤 富美子

6 L0010336 大槻 由里子 ウィッシュ 60 61  

L0007198 森岡 澄代 サントピアテニスクラブ 鎌田 桂子 / 田村 豊美

7 L0012116 斎藤 優子 TGH 62 61  

L0012123 菊地 里紗 東京グリーンヒルズテニスクラブ 鎌田 桂子 / 田村 豊美

8 L0009479 5～8 鎌田 桂子 TPP 61 61  

L0009616 田村 豊美 TPP 尾形 愛美 / 宮井 恵美

9 L0008474 3～4 尾形 愛美 TFC 46 63 10-4 

L0009062 宮井 恵美 上尾セントラル 尾形 愛美 / 宮井 恵美

10 L0007015 市川 哲美 高松ローンテニスクラブ 60 61  

L0019012 前田 和代 中野区テニス連盟 尾形 愛美 / 宮井 恵美

11 L0008015 鈴木 千登世 リベラ仙台 63 61  

L0010817 海野 芳江 豊島区テニス連盟 鈴木 千登世 / 海野 芳江

12 L0018565 西田 博子 荏原SSC 64 75  

斎藤 真奈美 武蔵野市テニス連盟 尾形 愛美 / 宮井 恵美

13 L0008728 加藤 尚子 タウンテニス大泉学園 63 64  

L0011842 岡崎 成美 あさきＴ．Ｃ 加藤 尚子 / 岡崎 成美

14 L0011032 園田 聖子 ヤナギ 63 64  

桂川 明美 神宮テニスクラブ 清水 志津子 / 三木 真美

15 L0012448 青野 ひろみ テニスユナイテッド 62 61  

L0011404 戸村 あき子 スポーツラーニング 清水 志津子 / 三木 真美

16 L0009071 5～8 清水 志津子 サントピア　テニスクラブ 63 61  WINNER
L0008567 三木 真美 サントピアテニスクラブ 尾形 愛美 / 宮井 恵美

17 L0011467 5～8 久松 紀美江 TTC 76(3) 62  
L0011478 松永 明子 TTC 久松 紀美江 / 松永 明子

18 L0010621 平山 貴子 ビックマウンテン 63 63  

L0008389 石黒 友希 SPTC 久松 紀美江 / 松永 明子

19 L0011845 高杉 真澄 ゴールドベル 61 63  

L0011998 谷村 百合 田園TC 高杉 真澄 / 谷村 百合

20 L0019049 伊沢 真希 富士見台テニスクラブ 67(5) 62 10-5 

L0019048 芹澤 真紀子 富士見台テニスクラブ 佐藤 芳香 / ヘルナンデス 薫

21 L0011608 清水 真弓 高洲テニスクラブ 26 53  RET

L0012111 八田 圭子 さくらTC 大島 ひとみ / 戸村 信子

22 L0006893 大島 ひとみ 保谷ロイヤルTC 63 76(0)  

戸村 信子 セサミTS 佐藤 芳香 / ヘルナンデス 薫

23 L0011902 川上 真帆子 ウィッシュ 75 64  

L0011901 長谷川 弘子 ウィッシュ 佐藤 芳香 / ヘルナンデス 薫

24 L0008483 3～4 佐藤 芳香 ミズノ藤沢テニスプラザ 63 60  

L0008482 ヘルナンデス 薫 荏原湘南スポーツセンター 雨川 あふみ / 山川 恵

25 L0010627 5～8 萩生田 亜友美 相模原グリーンテニスクラブ 46 64 10-6 

L0010748 佐々木 昇子 相模原グリーンテニスクラブ 山村 恵子 / 二瓶 真紀子

26 L0010764 山村 恵子 OSCARⅡ 64 76(7)  

L0019175 二瓶 真紀子 横須賀テニスクラブ 山村 恵子 / 二瓶 真紀子

27 L0011402 岡田 和可奈 チームオクヤマ 62 61  

L0011382 中川 紀子 神崎テニスカレッジ 岡田 和可奈 / 中川 紀子

28 L0008853 朝野 美奈子 京王テニスクラブ 36 64 10-6 

L0008486 福永 英子 東宝調布TC 雨川 あふみ / 山川 恵

29 L0012471 相原 朋子 横浜スポーツマンクラブ 62 61  

L0019298 高見澤 昌代 亀の甲山テニスクラブ 石川 智子 / 牧窪 としえ

30 L0011844 石川 智子 稲城市テニス連盟 46 64 10-6 

牧窪 としえ 小平市テニス協会 雨川 あふみ / 山川 恵

31 L0011840 田中 あゆみ テニスユナイテッド 75 60  

L0012298 白石 玲子 松原テニスクラブ 雨川 あふみ / 山川 恵

32 L0004260 2 雨川 あふみ 高松ローンテニスクラブ 60 60     

L0004265 山川 恵 株式会社フミヤスポーツ



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

女子ダブルス 55歳以上
登録No Seed Name 1R 2R 3R 4R QF

1 L0007873 1 妹尾 尚美 エリステニスクラブ 優勝 ： 551

L0004109 橋口 客子 ミズノテニスプラザ藤沢 妹尾 尚美 / 橋口 客子 準優勝 ： 385

2 bye    ベスト4 ： 270

bye 岡本 由季子 / 髙橋 和子 5R ： 189

3 L0003564 磐長谷 博子 明治神宮外苑テニスクラブ 16 76(3) 10-6 4R ： 132

L0003400 幸田 喜代美 ダブルライン 岡本 由季子 / 髙橋 和子 3R ： 92

4 L0018631 岡本 由季子 練馬区テニス協会 46 61 10-6 2R ： 64

L0011978 髙橋 和子 板橋区テニス協会 畑佐 順子 / 阿部 仁美 1R ： 12

5 L0011871 小西 理花 レディメイツ 63 26 10-7 

L0018899 池中 晴美 東宝調布 小西 理花 / 池中 晴美

6 bye    

bye 畑佐 順子 / 阿部 仁美

7 bye 61 60  

bye 畑佐 順子 / 阿部 仁美

8 L0019269 畑佐 順子 Y.S.C.    

L0012774 阿部 仁美 Y.S.C 若生 浩子 / 須藤 晶子

9 L0009077 境野 勝代 グリーンパークテニス 76(4) 64  

L0012213 石崎 さとみ ＮＡＳこしがや 境野 勝代 / 石崎 さとみ

10 bye    

bye 境野 勝代 / 石崎 さとみ

11 bye 64 75  

bye 福山 葉子 / 藤田 順子

12 L0011903 福山 葉子 ウイッシュ    

L0011907 藤田 順子 ウィッシュ 若生 浩子 / 須藤 晶子

13 L0011847 古川 真弓 市ヶ尾テニスクラブ 06 63 10-4 

L0012603 藤本 千絵 相模原グリーンテニスクラブ 古川 真弓 / 藤本 千絵

14 bye    

bye 若生 浩子 / 須藤 晶子

15 bye 64 61  

bye 若生 浩子 / 須藤 晶子

16 L0008546 13～16 若生 浩子 RJ    A

L0008576 須藤 晶子 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 若生 浩子 / 須藤 晶子

17 L0008618 9～12 河田 美恵子 石神井ＬＴＣ 63 61  

L0006066 清水 由美子 アップルTC 河田 美恵子 / 清水 由美子

18 bye    

bye 河田 美恵子 / 清水 由美子

19 bye 64 62  

bye 山内 文子 / 飯沼 敏子

20 L0006934 山内 文子 テニスプラザ戸塚    

飯沼 敏子 テニスプラザ戸塚 河田 美恵子 / 清水 由美子

21 L0004928 松井 キミヨ 中央区テニス連盟 61 61  

L0010980 重松 留美 成城TA 松井 キミヨ / 重松 留美

22 bye    

bye 松井 キミヨ / 重松 留美

23 bye 64 62  

bye 渕上 千佳子 / 武藤 祐子

24 L0009466 渕上 千佳子 石神井ローンテニスクラブ    

L0011201 武藤 祐子 中野区テニス連盟 篠原 希子 / 田邉 麻里子

25 L0009761 須藤 薫 稲毛フラワーテニスクラブ 64 06 11-9 

L0010052 野澤 いづみ ＳＰＴＣ 須藤 薫 / 野澤 いづみ

26 bye    

bye 井上 恵理 / 半谷 真矢

27 bye    W.O.

bye 井上 恵理 / 半谷 真矢

28 L0010570 井上 恵理 ノアインドアステージつかしん    

L0009584 半谷 真矢 あざみ野ローンテニスクラブ 篠原 希子 / 田邉 麻里子

29 L0012425 篠原 希子 東宝調布テニスクラブ 62 63  

L0011807 田邉 麻里子 明治神宮外苑テニスクラブ 篠原 希子 / 田邉 麻里子

30 bye    

bye 篠原 希子 / 田邉 麻里子 SF F

31 bye 64 76(4)  若生 浩子 / 須藤 晶子 若生 浩子 / 須藤 晶子 WINNER
bye 峰岸 寿真子 / 内藤 弘恵 平尾 千香子 / 増田 美雪 60 76(6) 若生 浩子 / 須藤 晶子

32 L0008342 5～8 峰岸 寿真子 京王テニスクラブ    藤井 澄佳 / 長島 恵理子 丸岡 恵理 / 松藤 澄絵 76(2) 63    

L0010034 内藤 弘恵 アイテニスクラブ 丸岡 恵理 / 松藤 澄絵 62 75



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

女子ダブルス 55歳以上
登録No Seed Name 1R 2R 3R 4R QF

33 L0011303 3～4 高島 日出子 あさきテニスクラブ

L0011200 和田 貴美子 東宝調布 高島 日出子 / 和田 貴美子

34 bye    

bye 高島 日出子 / 和田 貴美子

35 bye    W.O.

bye 鈴木 礼子 / 加藤 朱峰

36 L0004284 鈴木 礼子 逗子マリーナテニスクラブ    

L0011713 加藤 朱峰 エバーグリーンテニスフォレスト横浜 高島 日出子 / 和田 貴美子

37 L0012758 前田 明美 Y.S.C. 62 26 10-7 

L0012767 小林 悦子 Y.S.C. 前田 明美 / 小林 悦子

38 bye    

bye 山窪 晴美 / 大野 律子

39 bye 62 63  

bye 山窪 晴美 / 大野 律子

40 L0012816 山窪 晴美 あたごテニスクラブ    

L0006952 大野 律子 あたご 高島 日出子 / 和田 貴美子

41 L0019238 斎藤 悦子 船橋さくら 63 63  

L0009989 笈川 美佳 SPTC 斎藤 悦子 / 笈川 美佳

42 bye    

bye 斎藤 悦子 / 笈川 美佳

43 bye 63 64  

bye 中村 美佐子 / 長井 美奈子

44 L0005877 中村 美佐子 ＯＴＳ    

L0006470 長井 美奈子 ＯＴＳ 萱野 佐津喜 / 岡山 久実

45 L0018616 西間木 純枝 エバーグリーンフォレスト横浜 63 16 10-8 

L0011003 片倉 文代 横浜スポーツマンクラブ 西間木 純枝 / 片倉 文代

46 bye    

bye 萱野 佐津喜 / 岡山 久実

47 bye 63 75  

bye 萱野 佐津喜 / 岡山 久実

48 L0018341 13～16 萱野 佐津喜 イースタン    B

L0018345 岡山 久実 イースタン 平尾 千香子 / 増田 美雪

49 L0008096 9～12 三浦 洋子 トトロ 26 61 11-9 

L0007984 清原 恭子 関町ローンテニスクラブ 三浦 洋子 / 清原 恭子

50 bye    

bye 龍 寿美 / 碓井 紀子

51 bye 62 62  

bye 龍 寿美 / 碓井 紀子

52 L0012646 龍 寿美 あざみ野ローンテニスクラブ    

L0012078 碓井 紀子 中央林間テニスクラブ 龍 寿美 / 碓井 紀子

53 L0008422 東 純子 横浜ガーデンテニスクラブ 64 67(1) 10-5 

L0012086 嶋村 文子 横浜ガーデンテニスクラブ 東 純子 / 嶋村 文子

54 bye    

bye 飯島 敦子 / 麻生 美江子

55 bye 63 61  

bye 飯島 敦子 / 麻生 美江子

56 L0008270 飯島 敦子 立野ローンテニスクラブ    

L0003607 麻生 美江子 京王テニスクラブ 平尾 千香子 / 増田 美雪

57 L0010323 関 史子 東宝調布 60 60  

L0010992 田中 恵子 桜台テニスクラブ 関 史子 / 田中 恵子

58 bye    

bye 関 史子 / 田中 恵子

59 bye 62 75  

bye 日紫喜 香 / 堀口 真由美

60 L0007852 日紫喜 香 STP    

L0010359 堀口 真由美 STP 平尾 千香子 / 増田 美雪

61 L0012628 浅田 保子 ヤナギTS 62 64  

L0012821 江本 智子 中野アクトテニスクラブ 浅田 保子 / 江本 智子

62 bye    

bye 平尾 千香子 / 増田 美雪

63 bye 67(5) 61 11-9 

bye 平尾 千香子 / 増田 美雪

64 L0012413 5～8 平尾 千香子 大正セントラルテニスクラブ目白    

L0012357 増田 美雪 三和TS



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

女子ダブルス 55歳以上
登録No Seed Name 1R 2R 3R 4R QF

65 L0002989 5～8 柚山 由香 Team Satellite

L0009469 鷲田 裕子 テニスプロジェクト 柚山 由香 / 鷲田 裕子

66 bye    

bye 柚山 由香 / 鷲田 裕子

67 bye 60 75  

bye 石川 香代子 / 小畑 章子

68 L0008302 石川 香代子 市ヶ尾テニスクラブ    

L0019184 小畑 章子 大島フラワー 久保 智恵子 / 桜井 千愛

69 L0011339 安村 直美 西東京市テニス協会 36 63 10-8 

L0018762 岡崎 幸代 東久留米テニス連盟 安村 直美 / 岡崎 幸代

70 bye    

bye 久保 智恵子 / 桜井 千愛

71 bye 60 62  

bye 久保 智恵子 / 桜井 千愛

72 L0011896 久保 智恵子 ジュエインドアテニス    

L0011897 桜井 千愛 ジュエインドアテニス 藤井 澄佳 / 長島 恵理子

73 L0018434 二宮 薫 テニスコミュニケーション千葉 60 76(0)  

宇田川 恵子 松原テニスクラブ 二宮 薫 / 宇田川 恵子

74 bye    

bye 福島 桂子 / 青木 通代

75 bye 64 36 10-5 

bye 福島 桂子 / 青木 通代

76 L0004238 福島 桂子 中央区テニス連盟    

L0010973 青木 通代 ｽﾎﾟｰﾂﾗｰﾆﾝｸﾞ 藤井 澄佳 / 長島 恵理子

77 L0009481 柴崎 洋子 エストテニスクラブ 61 61  

L0009482 中西 はつき エストテニスクラブ 柴崎 洋子 / 中西 はつき

78 bye    

bye 藤井 澄佳 / 長島 恵理子

79 bye 62 62  

bye 藤井 澄佳 / 長島 恵理子

80 L0008861 9～12 藤井 澄佳 Ｆテニス    C

L0010915 長島 恵理子 明治神宮外苑テニスクラブ 藤井 澄佳 / 長島 恵理子

81 L0000549 13～16 吉田 啓子 高田ロイヤルテニスクラブ 62 67(6) 10-8 

L0003480 三堀 美幸 足柄ローンテニスクラブ 吉田 啓子 / 三堀 美幸

82 bye    

bye 室橋 恵美子 / 大石 令子

83 bye 61 36 10-5 

bye 室橋 恵美子 / 大石 令子

84 L0018890 室橋 恵美子 テニスプラザ戸塚    

L0018905 大石 令子 テニスプラザ戸塚 室橋 恵美子 / 大石 令子

85 L0019028 杉田 深雪 双実テニスクラブ 62 63  

L0012634 大久保 由美子 ナイスボレー 杉田 深雪 / 大久保 由美子

86 bye    

bye 杉田 深雪 / 大久保 由美子

87 bye 63 63  

bye 尾藤 和子 / 蓮沼 敦子

88 L0018643 尾藤 和子 Ｙ.Ｓ.Ｃ.    

L0004940 蓮沼 敦子 東宝調布TC 山田 礼子 / 森下 友子

89 L0007825 竹田 尚代 グリーンヒルインドアテニススクール 64 62  

L0006053 金子 香 フォーティ 竹田 尚代 / 金子 香

90 bye    

bye 竹田 尚代 / 金子 香

91 bye 63 62  

bye 須田 晶子 / 小野 満里子

92 L0009547 須田 晶子 関町ローンテニスクラブ    

L0012228 小野 満里子 台東区テニス協会 山田 礼子 / 森下 友子

93 L0012691 海老沢 芙美子 東宝調布テニスクラブ 62 57 10-0 

L0010771 林 あけみ 市ヶ尾テニスクラブ 海老沢 芙美子 / 林 あけみ

94 bye    

bye 山田 礼子 / 森下 友子

95 bye 62 64  

bye 山田 礼子 / 森下 友子

96 L0006082 3～4 山田 礼子 明治神宮外苑テニスクラブ       

L0009109 森下 友子 Y.S.C



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

女子ダブルス 55歳以上
登録No Seed Name 1R 2R 3R 4R QF

97 L0007467 5～8 三橋 映子 ウイッシュ

L0006292 荒川 まゆみ 日野市テニス協会 三橋 映子 / 荒川 まゆみ

98 bye    

bye 三橋 映子 / 荒川 まゆみ

99 bye 61 62  

bye 村田 理恵 / 吉田 亜矢子

100 L0011760 村田 理恵 Team I`z    

L0009018 吉田 亜矢子 千間台テニスクラフ 三橋 映子 / 荒川 まゆみ

101 L0010330 田原 恵子 横須賀ダイヤランドTC 63 63  

L0010324 上村 久子 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 田原 恵子 / 上村 久子

102 bye    

bye 久保 公子 / 品田 由紀子

103 bye 76(4) 62  

bye 久保 公子 / 品田 由紀子

104 L0009585 久保 公子 あざみ野ローンテニスクラブ    

L0012456 品田 由紀子 あざみ野ローンテニスクラブ 三橋 映子 / 荒川 まゆみ

105 L0018634 土山 智子 杉並区テニス連盟 62 64  

L0018891 栗沢 圭子 東久留米市民テニスクラブ 土山 智子 / 栗沢 圭子

106 bye    

bye 渡部 妙子 / 山内 雅代

107 bye    W.O.

bye 渡部 妙子 / 山内 雅代

108 L0010884 渡部 妙子 大田区テニス連盟    

山内 雅代 あざみ野ローンテニスクラブ 小須田 玲子 / 赤城 左絵

109 L0011612 伊藤 美香子 テニスユナイテッド 62 62  

L0011630 三嶽 紀子 テニスユナイテッド 伊藤 美香子 / 三嶽 紀子

110 bye    

bye 小須田 玲子 / 赤城 左絵

111 bye 36 64 11-9 

bye 小須田 玲子 / 赤城 左絵

112 L0012449 9～12 小須田 玲子 足立区テニス協会    D

L0011582 赤城 左絵 立野LTC 丸岡 恵理 / 松藤 澄絵

113 L0006502 13～16 髙橋 利子 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ 62 64  

L0006901 一色 智美 明治神宮外苑テニスクラブ 髙橋 利子 / 一色 智美

114 bye    

bye 丸岡 恵理 / 松藤 澄絵

115 bye 61 46 10-8 

bye 丸岡 恵理 / 松藤 澄絵

116 L0010616 丸岡 恵理 高松ローンテニスクラブ    

L0012167 松藤 澄絵 キャンディ 丸岡 恵理 / 松藤 澄絵

117 L0002929 渦尻 幸子 チームオクヤマ 61 61  

L0006621 宮里 真美 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ 渦尻 幸子 / 宮里 真美

118 bye    

bye 前川 智子 / 川島 すえ子

119 bye    W.O.

bye 前川 智子 / 川島 すえ子

120 L0018382 前川 智子 田園テニスクラブ    

L0007893 川島 すえ子 田園テニス倶楽部 丸岡 恵理 / 松藤 澄絵

121 L0007150 鈴木 佐和子 目黒テニスクラブ 75 36 10-5 

L0005022 新谷 順子 目黒テニスクラブ 鈴木 佐和子 / 新谷 順子

122 bye    

bye 平井 洋子 / 冨山 さと子

123 bye 61 61  

bye 平井 洋子 / 冨山 さと子

124 L0003667 平井 洋子 アシニス    

L0018913 冨山 さと子 アシニス 鈴木 裕美子 / 蝦澤 一子

125 L0011337 芝 由貴子 東宝調布テニスクラブ 60 76(4)  

L0010016 月本 聖子 東宝調布テニスクラブ 芝 由貴子 / 月本 聖子

126 bye    

bye 鈴木 裕美子 / 蝦澤 一子

127 bye 62 36 10-7 

bye 鈴木 裕美子 / 蝦澤 一子

128 L0010772 2 鈴木 裕美子 横浜ガーデンテニスクラブ    

L0009226 蝦澤 一子 サークル・M



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

女子ダブルス 60歳以上
登録No Seed Name 1R 2R 3R QF SF

1 L0008953 1 山田 かおる 越谷グリーンTC 優勝 ： 551

L0000322 神沢 富士江 高崎水曜会 山田 かおる / 神沢 富士江 準優勝 ： 385

2 bye    ベスト4 ： 270

bye 山田 かおる / 神沢 富士江 4R ： 189

3 L0011610 吉島 美実 武蔵野ローンテニスクラブ 60 60  3R ： 132

L0010129 細川 早余子 あたごテニスクラブ 佐藤 千寿子 / 石川 礼子 2R ： 92

4 L0007579 佐藤 千寿子 練馬区テニス協会 63 61  1R ： 12

L0010263 石川 礼子 トトロ 山田 かおる / 神沢 富士江

5 L0012814 徳田 章子 田園テニス倶楽部 62 60  

岡戸 絹枝 田園テニス倶楽部 飯沼 久美子 / 横山 淳子

6 L0002899 飯沼 久美子 立川テニス倶楽部 63 61  

L0012353 横山 淳子 あたごテニスクラブ 秋元 静子 / 荻原 里美

7 白市 陽子 あざみ野ローンテニスクラブ 62 62  

増田 満美子 シードアヤセテニスクラブ 秋元 静子 / 荻原 里美

8 L0003589 13～16 秋元 静子 神崎テニスカレッジ 62 63  

L0009538 荻原 里美 TEAM JANNU 山田 かおる / 神沢 富士江

9 L0008184 9～12 兵頭 正子 東急あざみ野テニスガーデンTC 75 63  

L0003535 氏家 真沙子 相模原グリーンテニスクラブ 兵頭 正子 / 氏家 真沙子

10 bye    

bye 篠 弘美 / 関口 美幸

11 L0005057 榎木 敏子 富士見台テニスクラブ 64 64  

L0002881 銭谷 泰子 秋田アスレティッククラブ 篠 弘美 / 関口 美幸

12 L0011569 篠 弘美 高松ローンテニスクラブ 36 63 10-8 

L0005565 関口 美幸 相模原グリーンテニスクラブ 篠 弘美 / 関口 美幸

13 L0009463 湯澤 直美 東宝調布テニスクラブ 64 75  

L0005008 町田 典子 目黒テニスクラブ 廣瀬 純子 / 山下 由起

14 L0002758 廣瀬 純子 明治神宮外苑テニスクラブ 63 16 10-6 

L0012109 山下 由起 双実テニスクラブ 住田 里美 / 薮本 敬子

15 bye 62 63  

bye 住田 里美 / 薮本 敬子

16 L0009470 5～8 住田 里美 テニスプロジェクト    A

L0010341 薮本 敬子 テニスプロジェクト 山田 かおる / 神沢 富士江

17 L0001218 3～4 佐谷 眞理 ミズノ 67(4) 64 10-2 

L0000066 村上 佳子 東急あざみ野テニスガーデンTC 佐谷 眞理 / 村上 佳子

18 bye    

bye 佐谷 眞理 / 村上 佳子

19 L0008885 柴田 元美 横浜スポーツマンクラブ 62 62  

鈴木 聡子 鎌倉宮カントリーTC 柴田 元美 / 鈴木 聡子

20 L0001643 畑尻 尚美 神崎テニスカレッジ 62 64  

L0009130 高地 しおり 京王テニスクラブ 佐谷 眞理 / 村上 佳子

21 L0005942 斎藤 祐子 明治神宮外苑テニスクラブ 62 75  

加藤 操 国立競技場テニス場 杉山 由紀子 / 芦垣 叔子

22 L0018347 杉山 由紀子 田園テニス倶楽部 67(5) 75 11-9 

L0010408 芦垣 叔子 横浜スポーツマンクラブ 太田 直子 / 吉澤 晴美

23 L0008174 斉藤 悦子 遊友族 62 62  

L0005221 小島 廣子 桶川ロイヤルテニスクラブ 太田 直子 / 吉澤 晴美

24 L0018674 13～16 太田 直子 軽井沢会テニスクラブ 60 60  

L0010561 吉澤 晴美 西東京市硬式テニス協会 佐谷 眞理 / 村上 佳子

25 L0007910 9～12 森 秀子 荏原SSC 62 62  

L0011534 芦谷 貴子 足柄ローンTC 森 秀子 / 芦谷 貴子

26 bye    

bye 森 秀子 / 芦谷 貴子

27 L0011905 安井 多津子 富士見台TC 61 63  

L0018336 林 和子 田園テニスクラブ 竹内 みどり / 太田 恵美子

28 L0008562 竹内 みどり TEAM JANNU 64 64  

L0007996 太田 恵美子 目黒テニスクラブ 貫井 明美 / 邊見 つえ子

29 L0009791 田村 裕子 エバーグリーンTF横浜 63 64  

L0012757 長井 幸子 あざみ野ローンテニスクラブ 田村 裕子 / 長井 幸子

30 L0010583 石田 公子 Y.S.C. 75 63  

L0011161 石井 美鶴 YSC 貫井 明美 / 邊見 つえ子

31 bye 61 64  

bye 貫井 明美 / 邊見 つえ子

32 L0008481 5～8 貫井 明美 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ       

L0002879 邊見 つえ子 リトルプリンスTC

F

山田 かおる / 神沢 富士江

長崎 慶子 / 岡 美和子

WINNER
山田 かおる / 神沢 富士江

36 63 10-7



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

女子ダブルス 60歳以上
登録No Seed Name 1R 2R 3R QF SF

33 L0003489 5～8 植松 保子 テニスユナイテッド

L0003225 田中 久子 保谷ロイヤルテニスクラブ 植松 保子 / 田中 久子

34 bye    

bye 植松 保子 / 田中 久子

35 L0012832 河野 栄実子 明治神宮外苑テニスクラブ 63 62  

L0019142 中村 伊公子 明治神宮外苑テニスクラブ 木下 久美子 / 杉山 豊子

36 L0006906 木下 久美子 保谷ロイヤルT.C 63 62  

L0002767 杉山 豊子 寒川ローンテニスクラブ 植松 保子 / 田中 久子

37 L0006814 羽鳥 八恵子 田園テニス倶楽部 63 63  

L0011881 岡本 京子 田園テニス倶楽部 渡辺 光江 / 藤沢 啓子

38 L0008541 渡辺 光江 あたごテニスクラブ 63 61  

L0009823 藤沢 啓子 あたごテニスクラブ 屋敷 純子 / 三村 智子

39 L0004221 米岡 喜代美 KPI 75 64  

L0003642 清水 まゆみ 荏原ＳＳＣ 屋敷 純子 / 三村 智子

40 L0008653 9～12 屋敷 純子 Y.S.C 63 63  

L0010697 三村 智子 ガーデングリーンテニスクラブ 本郷 美智子 / 加藤 晴美

41 L0009371 13～16 伊藤 芳子 横浜スポーツマンクラブ 60 61  

L0007409 有井 宏美 田柄T.C 伊藤 芳子 / 有井 宏美

42 L0012775 戸田 富美子 アミティー 75 64  

L0018442 野村 みさを アミティー 伊藤 芳子 / 有井 宏美

43 L0009615 髙橋 隆子 板橋区テニス協会 63 62  

L0003514 小泉 節子 ウィッシュ 内田 まさ恵 / 佐藤 美知子

44 L0010035 内田 まさ恵 ナイスボレー 63 75  

L0008738 佐藤 美知子 ナイスボレー 本郷 美智子 / 加藤 晴美

45 L0005696 富山 千恵子 横浜ガーデンテニスクラブ 61 62  

L0010963 若生 洋子 あざみ野ローンTC 荘 昌子 / 吉田 佳古

46 L0000314 荘 昌子 楠クラブ 61 64  

L0012485 吉田 佳古 石神井ローンテニスクラブ 本郷 美智子 / 加藤 晴美

47 bye 61 60  

bye 本郷 美智子 / 加藤 晴美

48 L0009374 3～4 本郷 美智子 東宝調布テニスクラブ    B

L0009375 加藤 晴美 東宝調布テニスクラブ 長崎 慶子 / 岡 美和子

49 L0009200 5～8 阿部 純子 First 67(3) 76(3) 10-5 

L0004242 澗田 早苗 あさきテニスクラブ 阿部 純子 / 澗田 早苗

50 bye    

bye 阿部 純子 / 澗田 早苗

51 L0012685 中田 美衣子 立川テニス倶楽部 75 61  

L0011873 石橋 令子 ウィッシュ 中田 美衣子 / 石橋 令子

52 L0005326 宮川 初枝 SPC 64 64  

横川 由里枝 ＴＧレニックス 阿部 純子 / 澗田 早苗

53 L0005695 田中 美知子 市ヶ尾T.C 63 75  

東 紀代美 あざみ野ローンテニスクラブ 田中 美知子 / 東 紀代美

54 L0007021 加藤 公子 相模原グリーンテニスクラブ 76(3) 75  

L0011177 梶原 あつ子 相模原グリーンテニスクラブ 田中 美知子 / 東 紀代美

55 bye 64 26 10-6 

bye 田代 美知子 / 小林 泰子

56 L0010911 9～12 田代 美知子 横浜スポーツマンクラブ    

L0006865 小林 泰子 Y.S.C. 長崎 慶子 / 岡 美和子

57 L0001495 13～16 今井 しのぶ 富士見台テニスクラブ 75 36 10-6 

L0012223 小川 好実 小平市テニス協会 税田 桂子 / 山内 淳子

58 L0003497 税田 桂子 NEXCO中日本 46 64 10-7 

L0009992 山内 淳子 あじさいインドアＴＳ 税田 桂子 / 山内 淳子

59 L0007168 新井 綾子 小川硬式テニスクラブ 63 64  

L0018669 高木 美江子 さわやかテニス 丸一 京子 / 加納 優子

60 L0008209 丸一 京子 テニスコミュニティ千葉 61 75  

L0009245 加納 優子 クラブU.T.A 長崎 慶子 / 岡 美和子

61 L0018473 吉野 章代 (株）正木企画 63 60  

L0006913 柴田 充代 J.stap 安藤 康子 / 越後 克子

62 L0006487 安藤 康子 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ 63 61  

L0008984 越後 克子 東宝調布テニスクラブ 長崎 慶子 / 岡 美和子

63 bye 60 63  

bye 長崎 慶子 / 岡 美和子

64 L0006132 2 長崎 慶子 神崎テニスカレッジ    

L0006392 岡 美和子 若林テニスクラブ



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

女子ダブルス 65歳以上
登録No Seed Name 1R 2R 3R QF SF

1 L0018884 1 境 真由美 横浜スポーツマンクラブ 優勝 ： 551

L0002296 森山 郁野 Ｓ．Ｐ．Ｔ．Ｃ 境 真由美 / 森山 郁野 準優勝 ： 385

2 bye    ベスト4 ： 270

bye 境 真由美 / 森山 郁野 4R ： 189

3 L0005251 石黒 博子 湘南ローンテニスクラブ 60 60  3R ： 132

L0010313 永井 邦子 国立競技場テニス場 石黒 博子 / 永井 邦子 2R ： 92

4 L0018621 清野 あけみ 足立区テニス協会 61 61  1R ： 12

L0009641 久松 とよ子 足立区テニス協会 境 真由美 / 森山 郁野

5 荒牧 紀子 田園テニス倶楽部 61 61  

L0012747 新庄 章子 田園テニス倶楽部 西脇 栄子 / 古郡 宣子

6 L0002918 西脇 栄子 昭和の森T.C 61 62  

L0010061 古郡 宣子 東京グリーンテニスクラブ 朝尾 弘子 / 田村 恵美子

7 L0008347 朝尾 弘子 ＢＥＡＴ Ｔ．Ｃ 62 61  

L0008356 田村 恵美子 ＢＥＡＴ.Ｔ.Ｃ 朝尾 弘子 / 田村 恵美子

8 L0003674 13～16 古阪 訓子 蓮田グリーンテニスクラブ 64 64  

L0009048 緑川 百合子 アバンタージュ 境 真由美 / 森山 郁野

9 L0007218 9～12 槍田 真理子 関町ローンテニスクラブ 60 61  

L0000063 畑 美恵子 関町ローンテニスクラブ 槍田 真理子 / 畑 美恵子

10 bye    

bye 槍田 真理子 / 畑 美恵子

11 L0006049 新谷 茂子 田園テニスクラブ 75 63  

L0005042 安藤 淑子 田園テニスクラブ 新谷 茂子 / 安藤 淑子

12 L0005362 平松 智子 武蔵野市テニス連盟 76(3) 63  

L0005357 蔵本 敦子 武蔵野市テニス連盟 加勢 みさ代 / 山崎 夢路

13 L0008750 島村 小浪 上尾テニスクラブ 61 75  

L0010485 柴田 真由美 北葛飾郡テニス協会 島村 小浪 / 柴田 真由美

14 L0008386 細江 幸子 ルネサンス鷹之台テニスクラブ 63 67(4) 10-7 

L0005021 國分 京子 富士見台TC 加勢 みさ代 / 山崎 夢路

15 bye 75 61  

bye 加勢 みさ代 / 山崎 夢路

16 L0009476 5～8 加勢 みさ代 町田ローンテニスクラブ    A

L0007328 山崎 夢路 総武グリーンテニスクラブ 境 真由美 / 森山 郁野

17 L0000036 3～4 奥村 なな子 相模原グリーンテニスクラブ 62 62  

L0001646 林 栄子 相模原グリーンテニスクラブ 奥村 なな子 / 林 栄子

18 bye    

bye 奥村 なな子 / 林 栄子

19 L0007965 神山 静枝 田園テニスクラブ 62 61  

L0011492 勝浦 博子 レディメイツ 鈴木 三恵子 / 栗田 律子

20 L0008713 鈴木 三恵子 テニスハレ大宮 61 60  

L0006706 栗田 律子 桶川ロイヤルテニスクラブ 奥村 なな子 / 林 栄子

21 L0009401 伊藤 由美子 東京グリーンテニスクラブ 61 61  

L0007416 小林 ゆり子 関町ローンテニスクラブ 伊藤 由美子 / 小林 ゆり子

22 大塩 さち子 明治神宮外苑テニスクラブ    W.O.

井上 真美子 明治神宮外苑テニスクラブ 神林 はるみ / 佐藤 まり子

23 bye 62 62  

bye 神林 はるみ / 佐藤 まり子

24 L0003372 13～16 神林 はるみ あたごテニスクラブ    

L0000062 佐藤 まり子 あたごテニスクラブ 奥村 なな子 / 林 栄子

25 L0007884 9～12 諸江 博子 霧ヶ丘アップテニスアカデミー 64 62  

L0009127 松井 みどり 宮崎台テニスクラブ 諸江 博子 / 松井 みどり

26 bye    

bye 諸江 博子 / 松井 みどり

27 L0011037 坪内 和子 田園テニス倶楽部 62 63  

L0006902 天明 早苗 田園テニス倶楽部 鈴木 英子 / 吉本 水穂

28 L0009079 鈴木 英子 関町ローンテニスクラブ 62 64  

L0005197 吉本 水穂 ウィッシュ 諸江 博子 / 松井 みどり

29 L0002923 竹内 昭子 エバーグリーンTF横浜 67(5) 62 10-7 

L0007837 小縣 美知子 月見野ローン 竹内 昭子 / 小縣 美知子

30 L0009051 高橋 栄子 京王テニスクラブ 61 61  

L0008509 近藤 由実子 足柄ローンテニスクラブ 髙橋 千恵子 / 河野 保子

31 bye 46 62 10-5 

bye 髙橋 千恵子 / 河野 保子

32 L0000010 5～8 髙橋 千恵子 ヴィクトワールテニスチーム       

L0002849 河野 保子 神崎テニスカレッジ

F

境 真由美 / 森山 郁野

佐伯 礼子 / 望月 節子

WINNER
境 真由美 / 森山 郁野

62 61



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

女子ダブルス 65歳以上
登録No Seed Name 1R 2R 3R QF SF

33 L0004723 5～8 寺本 協子 名古屋LTC

L0005569 新井 和江 ミナミグリーンT.C 寺本 協子 / 新井 和江

34 bye    

bye 寺本 協子 / 新井 和江

35 L0002828 櫻井 郁子 小平テニスクラブ 63 63  

L0004203 内藤 恵美子 小平テニスクラブ 櫻井 郁子 / 内藤 恵美子

36 L0009268 橋本 早苗 楠クラブ 63 62  

L0008668 間瀬戸 礼子 ルネサンス鷹之台テニスクラブ 横山 美恵子 / 千葉 清美

37 L0009812 古川 志保美 市ヶ尾テニスクラブ 61 16 10-8 

L0009988 照沼 光代 市ヶ尾テニスクラブ 古川 志保美 / 照沼 光代

38 L0007406 新井 美喜子 関町ローンテニスクラブ 62 62  

L0019223 近藤 裕子 関町ローンテニスクラブ 横山 美恵子 / 千葉 清美

39 bye 46 62 10-7 

bye 横山 美恵子 / 千葉 清美

40 L0004398 9～12 横山 美恵子 あさきTC    

L0001607 千葉 清美 あたごテニスクラブ 坂田 三真子 / 嶋津 エリコ

41 L0003024 13～16 坂田 三真子 TEAM　JANNU 62 46 11-9 

L0001576 嶋津 エリコ 立川テニスクラブ 坂田 三真子 / 嶋津 エリコ

42 L0004879 松丸 百合子 紙敷T.C 62 60  

L0019196 大塚 多賀子 鎌倉宮カントリーＴ.Ｃ 坂田 三真子 / 嶋津 エリコ

43 L0000033 岩附 加代子 京王テニスクラブ 60 63  

L0001606 多羅尾 清子 高井戸ダイヤモンドTC 八尾村 純子 / 長嶋 くみ子

44 L0002835 八尾村 純子 田園テニス倶楽部 63 62  

L0008556 長嶋 くみ子 田園テニスクラブ 坂田 三真子 / 嶋津 エリコ

45 L0006818 小松 利恵子 成蹊テニス会 62 61  

L0003670 藤田 千里 田園テニスクラブ 小松 利恵子 / 藤田 千里

46 L0000018 飯塚 圭子 明治神宮外苑ＴＣ 60 63  

L0000481 与芝 薫 フォレストＴＣ 小松 利恵子 / 藤田 千里

47 bye 75 61  

bye 豊泉 礼子 / 千葉 純恵

48 L0009733 3～4 豊泉 礼子 田園テニスクラブ    B

L0008000 千葉 純恵 中央林間テニスクラブ 佐伯 礼子 / 望月 節子

49 L0010558 5～8 福田 美希子 あざみ野ローンTC 57 61 11-9 

L0001509 太田 真由美 横浜インターナショナルコミュニティ（YITC） 福田 美希子 / 太田 真由美

50 bye    

bye 福田 美希子 / 太田 真由美

51 L0010119 金子 麻美 富士見台TC 64 63  

L0007963 落合 紀枝子 レディメイツ 田中 和子 / 金丸 君子

52 L0012582 田中 和子 埼玉県日高市テニス協会 60 62  

L0012581 金丸 君子 リバーサイドＴ．Ｃ 福田 美希子 / 太田 真由美

53 L0000086 渡辺 永海 東急あざみ野テニスガーデンTC 61 46 10-5 

L0005275 高須賀 志保子 横浜ガーデンテニスクラブ 渡辺 永海 / 高須賀 志保子

54 L0001055 松村 紀子 アポロコーストテニスクラブ    W.O.

L0018595 飯田 悦子 南林間TC 中山 明代 / 上原 美津枝

55 bye 46 63 10-4 

bye 中山 明代 / 上原 美津枝

56 L0000072 9～12 中山 明代 大正セントラルテニスクラブ目白    

L0002599 上原 美津枝 ミナミグリーンTC 佐伯 礼子 / 望月 節子

57 L0004194 13～16 角田 啓子 関町ローン 61 63  

L0000327 増田 紫 善福寺公園T.C. 小滝 昌江 / 篠本 三枝子

58 L0006249 小滝 昌江 アドバンストクラブ 64 63  

L0009597 篠本 三枝子 茨城レディース 小滝 昌江 / 篠本 三枝子

59 L0007964 楠木 由里 百合ヶ丘ファミリー 36 62 10-6 

L0006866 鈴木 三枝 田園テニスクラブ 福田 洋子 / 寺井 ナナ

60 L0005946 福田 洋子 国立スポーツ科学センター 75 61  

L0005143 寺井 ナナ 東宝調布テニスクラブ 佐伯 礼子 / 望月 節子

61 L0000034 松井 裕美 小平T.C 64 64  

L0010084 中 敏江 あたごテニスクラブ 松井 裕美 / 中 敏江

62 L0012785 唐川 聖子 武蔵野ローンTC 63 63  

真庭 栄子 東久留米市テニス連盟 佐伯 礼子 / 望月 節子

63 bye 62 61  

bye 佐伯 礼子 / 望月 節子

64 L0005741 2 佐伯 礼子 エバーグリーンテニスフォレスト横浜    

L0005210 望月 節子 横浜スポーツマンクラブ



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

女子ダブルス 70歳以上
登録No Seed Name 1R 2R 3R QF SF

1 L0000142 1 関谷 淳子 京王テニスクラブ 優勝 ： 551

L0001699 安川 広子 あたごテニスクラブ 関谷 淳子 / 安川 広子 準優勝 ： 385

2 bye    ベスト4 ： 270

bye 関谷 淳子 / 安川 広子 4R ： 189

3 L0004252 伊藤 貴美子 若林テニスクラブ 61 61  3R ： 132

L0000092 丹羽 数子 TEAM　JANNU 石川 宣子 / 阿部 静江 2R ： 92

4 石川 宣子 田園テニス倶楽部 63 26 10-6 1R ： 12

L0011039 阿部 静江 田園テニスクラブ 森 幸子 / 黒澤 街子

5 L0008625 森 幸子 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 64 75  

L0004111 黒澤 街子 明治神宮外苑テニスクラブ 森 幸子 / 黒澤 街子

6 bye    

bye 森 幸子 / 黒澤 街子

7 bye 63 63  

bye 田辺 悦子 / 柳川 喜代子

8 L0005456 13～16 田辺 悦子 市ヶ尾テニスクラブ    

L0004899 柳川 喜代子 昭和の森テニスセンター 津田 ちかげ / 松井 文子

9 L0005164 9～12 新沼 美智代 神崎テニスカレッジ 63 75  

L0009976 間 美紀子 リトルプリンステニスクラブ 新沼 美智代 / 間 美紀子

10 bye    

bye 新沼 美智代 / 間 美紀子

11 L0011645 荒川 妙子 霞ヶ関テニスパーク 60 61  

L0006766 中岡 幸子 アプリテニスクラブ 村上 久美子 / 後藤 道子

12 L0006787 村上 久美子 大正セントラルテニスクラブ目白 62 67(2) 10-6 

L0019158 後藤 道子 シニアテニス東京 津田 ちかげ / 松井 文子

13 L0008021 森 晃子 関町ローンテニスクラブ 64 62  

L0004122 川島 紀子 立川テニスクラブ 山田 たみを / 久保田 素子

14 L0011545 山田 たみを 田園テニスクラブ 57 62 10-7 

L0007006 久保田 素子 明治神宮外苑テニスクラブ 津田 ちかげ / 松井 文子

15 bye 61 62  

bye 津田 ちかげ / 松井 文子

16 L0006872 5～8 津田 ちかげ 横須賀ダイヤランドTC    A

L0000611 松井 文子 名古屋ローンテニスクラブ 北村 紀美子 / 西村 民子

17 L0000110 3～4 北村 紀美子 青梅市テニス協会 63 75  

L0004251 西村 民子 東京グリーンテニスクラブ 北村 紀美子 / 西村 民子

18 bye    

bye 北村 紀美子 / 西村 民子

19 L0018863 福本 晴子 田園テニスクラブ 61 61  

L0019211 宮田 陽子 田園テニスクラブ 福本 晴子 / 宮田 陽子

20 L0019045 岩波 恵子 テニスユナイテッド 63 61  

L0009142 花田 節子 高松ローンテニスクラブ 北村 紀美子 / 西村 民子

21 L0018780 高森 美佐子 立川テニス倶楽部 62 61  

L0011864 神山 初江 ウィッシュ 高森 美佐子 / 神山 初江

22 bye    

bye 奈良 君 / 手嶋 比呂美

23 bye 64 46 10-8 

bye 奈良 君 / 手嶋 比呂美

24 L0005998 13～16 奈良 君 湘南ローンテニスクラブ    

L0010010 手嶋 比呂美 紙敷テニスクラブ 北村 紀美子 / 西村 民子

25 L0012684 9～12 長野 綾子 茨城レディース 61 61  

L0002940 麻生 みね子 田柄テニスクラブ 長野 綾子 / 麻生 みね子

26 bye    

bye 長野 綾子 / 麻生 みね子

27 bye 60 63  

bye 小山 菊枝 / 荻野 善子

28 L0010041 小山 菊枝 岩槻テニスクラブ    

L0010529 荻野 善子 寿テニスクラブ 長野 綾子 / 麻生 みね子

29 L0004924 木村 淑子 TEAM JANNU 63 62  

L0000144 塩田 洋子 石神井ローンテニスクラブ 西村 悦子 / 栗山 明子

30 L0006224 西村 悦子 横浜ガーデン 64 75  

L0000111 栗山 明子 センティア 山中 美佐子 / 皆川 直子

31 bye 64 60  

bye 山中 美佐子 / 皆川 直子

32 L0000104 5～8 山中 美佐子 CSJ       

L0010470 皆川 直子 ルネサンス鷹之台ＴＣ

F

北村 紀美子 / 西村 民子

鷲見 美恵子 / 川上 妙子

WINNER
北村 紀美子 / 西村 民子

61 63



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

女子ダブルス 70歳以上
登録No Seed Name 1R 2R 3R QF SF

33 L0000140 5～8 鷲見 美恵子 京王テニスクラブ

L0009131 川上 妙子 関町ローンテニスクラブ 鷲見 美恵子 / 川上 妙子

34 bye    

bye 鷲見 美恵子 / 川上 妙子

35 L0011335 柳澤 ふじ子 ローズヒルテニスクラブ 76(1) 61  

L0019132 橋本 節子 小金原テニスクラブ 柳澤 ふじ子 / 橋本 節子

36 L0006044 上条 佐恵子 宮崎台テニスクラブ 63 62  

L0002894 益子 房子 関町ローンテニスクラブ 鷲見 美恵子 / 川上 妙子

37 L0004134 星野 令 百草テニスガーデン 67(4) 62 10-6 

L0004382 相田 紀子 中山テニスクラブ 星野 令 / 相田 紀子

38 bye    

bye 栗原 郁子 / 髙原 米子

39 bye 61 61  

bye 栗原 郁子 / 髙原 米子

40 L0000416 9～12 栗原 郁子 札幌LTC    

L0004305 髙原 米子 足柄ローンテニスクラブ 鷲見 美恵子 / 川上 妙子

41 L0007508 13～16 中村 和子 サントピアテニスクラブ 64 64  

L0009188 高橋 かず子 キャッツアイ 中村 和子 / 高橋 かず子

42 bye    

bye 磯山 京子 / 中島 郁代

43 bye 62 26 11-9 

bye 磯山 京子 / 中島 郁代

44 L0009660 磯山 京子 田園テニスクラブ    

L0003524 中島 郁代 善福寺公園テニスクラブ 清水 倫代 / 大島 磯美

45 L0002656 二宮 典子 扇テニスクラブ 64 62  

L0006311 近藤 昭子 小樽テニス協会 山下 徳子 / 脇坂 晴美

46 L0007228 山下 徳子 関町ローンテニスクラブ 57 62 10-4 

L0003915 脇坂 晴美 茨城レディース 清水 倫代 / 大島 磯美

47 bye 63 63  

bye 清水 倫代 / 大島 磯美

48 L0002841 3～4 清水 倫代 東京グリーンTC    B

L0005182 大島 磯美 立野ローンTC 鷲見 美恵子 / 川上 妙子

49 L0007225 5～8 岩崎 紀久代 双実テニスクラブ 60 62  

L0000020 清水 智映子 あさきテニスクラブ 岩崎 紀久代 / 清水 智映子

50 bye    

bye 中野 恭 / 金田一 圭子

51 L0005017 三浦 和子 足立区テニス協会 63 36 10-3 

L0004358 五十嵐 栄子 足立区テニス協会 中野 恭 / 金田一 圭子

52 L0007972 中野 恭 富士見台テニスクラブ 64 63  

L0010088 金田一 圭子 武蔵野ローンテニスクラブ 中野 恭 / 金田一 圭子

53 L0008558 小竹 初江 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 76(4) 16 10-4 

L0007657 長谷川 晶子 富士見台テニスクラブ 小竹 初江 / 長谷川 晶子

54 bye    

bye 斉藤 慈子 / 惣福 君子

55 bye 62 36 10-6 

bye 斉藤 慈子 / 惣福 君子

56 L0001560 9～12 斉藤 慈子 神崎テニスカレッジ    

L0000122 惣福 君子 八王子テニススクール 大谷 美恵子 / 只隈 悦子

57 L0003528 13～16 大谷 美恵子 相模原グリーンT.C 61 63  

L0000037 只隈 悦子 相模原グリーンテニスクラブ 大谷 美恵子 / 只隈 悦子

58 bye    

bye 大谷 美恵子 / 只隈 悦子

59 bye 64 61  

bye 足立 江津子 / 竹内 千恵子

60 L0000417 足立 江津子 ラック相模原テニスガーデン    

L0000126 竹内 千恵子 湘南ローンTC 大谷 美恵子 / 只隈 悦子

61 L0011148 佐伯 紀子 湘南ローンテニスクラブ 57 62 10-8 

L0011147 上野 節子 湘南ローンテニスクラブ 広原 新子 / 小林 のり子

62 L0001657 広原 新子 立川テニス倶楽部 63 63  

L0002904 小林 のり子 神崎テニスカレッジ 江沢 好美 / 原田 安子

63 bye 62 62  

bye 江沢 好美 / 原田 安子

64 L0001234 2 江沢 好美 クレールITS    

L0004201 原田 安子 千間台テニスクラブ



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

女子ダブルス 75歳以上
登録No Seed Name 1R QF SF F

1 L0003671 1 茂原 絢子 下川井テニスクラブ
優勝 ： 426

L0003445 稲垣 寿恵子 市ヶ尾テニスクラブ 茂原 絢子 / 稲垣 寿恵子
準優勝 ： 298

2 bye

   
ベスト4 ： 209

bye 茂原 絢子 / 稲垣 寿恵子
2R ： 146

3 L0010112 高橋 君子 シニアテニス東京

62 60  
1R ： 12

L0003557 池田 教子 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ 高橋 君子 / 池田 教子

4 L0000173 河村 美弥子 武蔵野ローンテニスクラブ

26 64 10-3 

L0010051 國廣 三和子 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ 茂原 絢子 / 稲垣 寿恵子

5 L0000710 3～4 植木 清美 ホワイトウッドTC

63 61  

L0000114 沼 幸子 明治神宮外苑テニスクラブ 土橋 クミ / 山本 由美子

6 L0005499 土橋 クミ 千歳テニス協会

63 62  

L0008902 山本 由美子 田園テニス倶楽部 土橋 クミ / 山本 由美子

7 L0003413 町田 裕子 立川テニス倶楽部

64 63  

L0011808 神永 由紀子 神崎テニスカレッジ 佐藤 晴恵 / 遠藤 朝子

8 L0008863 佐藤 晴恵 市ヶ尾テニスクラブ

63 36 10-6 

WINNER

L0001505 遠藤 朝子 東京都TA 日高 直子 / 上垣 年子

9 L0009640 矢部 千恵子 浦和クラブ

62 26 11-9 

L0018605 氏家 郁子 FTC 今井 公子 / 髙城 靜枝

10 L0003330 今井 公子 関町ローンテニスクラブ

76(5) 61  

L0005911 髙城 靜枝 茨城県シニアテニス連盟 日高 直子 / 上垣 年子

11 L0004991 原田 孝子 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ

16 64 10-8 

L0005250 三浦 幸 横浜スポーツマンクラブ 日高 直子 / 上垣 年子

12 L0000166 3～4 日高 直子 東京ローンテニスクラブ

75 60  

L0003596 上垣 年子 新座ローンテニスクラブ 日高 直子 / 上垣 年子

13 L0000157 南井 多恵子 江戸川台テニスクラブ

63 61  

L0003511 松丸 緑 湘南ローンテニスクラブ 南井 多恵子 / 松丸 緑

14 L0001159 飯塚 寿子 国立競技場テニスクラブ

62 62  

L0003021 平山 礼子 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ 南井 多恵子 / 松丸 緑

15 bye

   W.O.

bye 福田 節子 / 佐々木 和江

16 L0007420 2 福田 節子 東急あざみ野テニスガーデン

   

L0004979 佐々木 和江 小平テニス倶楽部



D：第54回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部

女子ダブルス 80歳以上
登録No Seed Name 1R QF SF F

1 L0000332 1 鈴木 美知子 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ
優勝 ： 426

L0000348 松尾 三穂子 川崎テニスクラブ 鈴木 美知子 / 松尾 三穂子

準優勝 ： 298

2 bye

   
ベスト4 ： 209

bye 星野 陽子 / 山下 博子
2R ： 146

3 L0002852 星野 陽子 田園テニスクラブ

64 64  
1R ： 12

L0000172 山下 博子 リーファTCアカデミー 星野 陽子 / 山下 博子

4 L0006165 竹村 繍子 平山台テニスクラブ

75 63  

L0018530 小島 千代子 あさきテニスクラブ 中島 多恵子 / 野本 洋子

5 L0000517 3～4 谷 喜美子 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ

75 61  

L0012276 錦木 義子 枕崎テニスクラブ 谷 喜美子 / 錦木 義子

6 bye

   

bye 中島 多恵子 / 野本 洋子

7 bye

63 61  

bye 中島 多恵子 / 野本 洋子

8 L0006164 中島 多恵子 八王子アイビーテニスクラブ

   

WINNER

L0009545 野本 洋子 木更津テニスクラブ 八木 幸子 / 辻 由美子

9 L0004104 畔川 和子 Ｃｌｕｂ　Ｈｉｔ

63 64  

L0018726 早川 タカ子 シニアテニス東京 八木 幸子 / 辻 由美子

10 L0000154 八木 幸子 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ

60 60  

L0001238 辻 由美子 善福寺公園テニスクラブ 八木 幸子 / 辻 由美子

11 bye

63 61  

bye 吾妻 英子 / 鈴木 照子

12 L0000171 3～4 吾妻 英子 チーム・ダイヤモンド

   

L0004957 鈴木 照子 あさきテニスクラブ 八木 幸子 / 辻 由美子

13 L0010384 大塚 眞規子 日本シニアテニス連盟東京支部

62 63  

L0005895 秋山 みよ子 深谷T.C 大塚 眞規子 / 秋山 みよ子

14 L0000328 井上 文枝 平山台テニスクラブ

64 64  

L0000777 高山 フミ子 楽々園グリーンテニスクラブ 村上 道子 / 山田 道子

15 bye

63 64  

bye 村上 道子 / 山田 道子

16 L0008837 2 村上 道子 茨城レディス

   

L0018993 山田 道子 新潟県シニアテニス連盟
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