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

1 G0020531 1 近藤 伸平 東京医科歯科大学大学院 近藤 伸平

優勝：
準優勝：
ベスト4：

2R：
1R：

185
130
91
63
6

2 bye

   

近藤 伸平

3 大橋 夏樹 フェローズ 西山 貴之

67(6) 63 10-2 

4 G0021604 西山 貴之 つくし野テニスカレッジ

61 63  

近藤 伸平

5 G0021206 3～4 川口 智史 エバーグリーンテニスフォレスト横浜 川口 智史

60 62  

6 G0020335 元山 正廣 大島フラワーテニスガーデン

   W.O.

藤平 一成

7 G0021034 藤平 一成 アイエックス・ナレッジ 藤平 一成

75 31  RET

WINNER

8 G0021174 稲木 洋行 東芝研究開発センター

61 60  

近藤 伸平

9 G0018595 染谷 公一 グリーンテニスプラザ 橋口 裕和

60 62  

10 G0018635 橋口 裕和 毎日庭球日

61 60  

橋口 裕和

11 G0021594 高橋 秀和 足柄ローンテニスクラブ 磯崎 伸丈

64 46 15-13 

12 G0019318 3～4 磯崎 伸丈 オレンジヒルテニスクラブ

60 63  

橋口 裕和

13 山中 貢 昭和の森テニススクール 大川 雄己

46 62 10-6 

14 G0021195 大川 雄己 TAI TENNIS SCHOOL

62 62  

中村 康仁

15 bye 中村 康仁

60 62  

16 G0018388 2 中村 康仁 クレールインドアテニススクール

   

E1：第4回 東京都ニューイヤーベテランテニス選手権大会
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男子シングルス ４０歳以上
登録No Seed name 1R 2R 3R QF SF     F

1 G0020525 1 根本 修宏 ヤナギ 根本 修宏 優勝 ： 240

2 bye    根本 修宏 準優勝 ： 168

3 浅野 義之 ブルーライトニン 山本 圭 60 62  ベスト4 ： 117

4 G0019598 山本 圭 三田アドバイザリー 61 63  根本 修宏 ベスト8 ： 81

5 G0019495 菊地 敦 川崎市役所 菊地 敦 61 62  ベスト16 ： 56

6 bye    宮本 泰俊 2R ： 39

7 bye 宮本 泰俊 60 61  1R ： 6

8 G0020439 13～16 宮本 泰俊 スポーツラーニング    根本 修宏

9 G0018255 9～12 藤本 武史 ＭＥＬＴＥＣ 藤本 武史 80

10 bye    大谷 直人

11 bye 大谷 直人 64 62  

12 G0017357 大谷 直人 アイ・テニスクラブ    首藤 裕行

13 G0020992 首藤 裕行 ＲＢ 首藤 裕行 64 75  

14 bye    首藤 裕行

15 bye 伊藤 智弘 76(6) 63  

16 G0021257 5～8 伊藤 智弘 リーヴテニスクラブ    根本 修宏

17 G0019286 3～4 岩崎 滋樹 スポーツラーニング 岩崎 滋樹 80

18 bye    岩崎 滋樹

19 bye 渡辺 雅由 62 60  

20 G0020645 渡辺 雅由 あわっこくらぶ    岩崎 滋樹

21 深谷 典央 VIP・TOPグループ 深谷 典央 76(7) 57 10-8 

22 bye    早崎 卓也

23 bye 早崎 卓也    W.O.

24 G0020273 13～16 早崎 卓也 東京法曹テニスクラブ    山里 徳郎

25 G0020168 9～12 直原 浩司 杉田ゴルフ場テニスコート 直原 浩司 84

26 bye    直原 浩司

27 bye 野口 寿行 62 62  

28 G0016578 野口 寿行 スポーツラーニング    山里 徳郎

29 G0019040 山口 伸也 ルネサンス浦和 山口 伸也 63 64  

30 bye    山里 徳郎

31 bye 山里 徳郎 62 63  WINNER

32 G0018425 5～8 山里 徳郎 こども音育ひろばリトモ    根本 修宏

33 G0016005 5～8 川崎 泰孝 ＫＭＧテニススクール 川崎 泰孝    W.O.

34 bye    川崎 泰孝

35 bye 萩原 直樹 62 63  

36 G0020097 萩原 直樹 茗溪テニス    小林 秀樹

37 G0020088 田澤 義博 あさきテニスクラブ 田澤 義博 61 63  

38 bye    小林 秀樹

39 bye 小林 秀樹 61 62  

40 G0020765 9～12 小林 秀樹 ウェルネススクエア札幌    小林 秀樹

41 G0018123 13～16 太田 洋行 立川ルーデンステニスクラブ 太田 洋行    W.O.

42 bye    太田 洋行

43 bye 小室 正利 62 61  

44 小室 正利 昭和の森テニススクール    八木 崇

45 G0018594 八木 崇 ＪＩＴＣ 八木 崇 60 60  

46 bye    八木 崇

47 bye 仙田 浩一郎 60 63  

48 G0020149 3～4 仙田 浩一郎 あわっこクラブ    広末 達也

49 G0019058 5～8 広末 達也 ＭＩＴＣ 広末 達也 98(2)   

50 bye    広末 達也

51 bye 羽生 大悟 61 61  

52 G0020707 羽生 大悟 スポーツラーニング    広末 達也

53 G0019546 岩谷 大介 吉田記念テニス研修センター 岩谷 大介 63 36 13-11 

54 bye    伊佐 真介

55 bye 伊佐 真介    W.O.

56 G0020779 9～12 伊佐 真介 ｐｄｔテニスクラブ    広末 達也

57 G0020091 13～16 中島 留意 京王テニスクラブ 中島 留意    W.O.

58 bye    足立 淳

59 bye 足立 淳 62 63  

60 G0015917 足立 淳 あわっこクラブ    北川 薫

61 G0021016 陶延 哲也 T&A プロジェクト 陶延 哲也 64 61  

62 G0021572 浅倉 英雄 ＹＣＡＣテニスアカデミー    W.O. 北川 薫

63 bye 北川 薫 36 64 10-3 

64 G0017022 2 北川 薫 味の素    

E1：第4回 東京都ニューイヤーベテランテニス選手権大会
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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 ： 240

2 bye    長谷川 尚之 準優勝 ： 168

3 G0020301 遠藤 隆治 立川グリーンテニスクラブ 木村 貴大 76(4) 76(6)  ベスト4 ： 117

4 G0014587 木村 貴大 ブリヂストンテニスハウス浦和 63 60  長谷川 尚之 ベスト8 ： 81

5 G0020787 中村 文哉 ナイキジャパン 中村 文哉 61 60  ベスト16 ： 56

6 bye    長谷川 孝司 2R ： 39

7 bye 長谷川 孝司 61 61  1R ： 6

8 G0006368 13～16 長谷川 孝司 西川口テニスクラブ    長谷川 尚之

9 G0018327 9～12 小林 正樹 神宮テニスクラブ 小林 正樹 62 60  

10 bye    小野 裕司

11 bye 小野 裕司    W.O.

12 G0021339 小野 裕司 栃木県テニス協会    小林 文祐

13 G0018261 延原 賢治 朝霞グリーンテニスクラブ 延原 賢治 62 63  

14 bye    小林 文祐

15 bye 小林 文祐 46 62 12-10 

16 G0017650 5～8 小林 文祐 高井戸ダイヤモンドＴ．Ｃ    長谷川 尚之

17 G0021026 3～4 高橋 優 ＮＴＴ東日本東京 高橋 優 86

18 bye    高橋 優

19 G0020074 今岡 憲俊 ＡＱＵＡＢＥＬＬＥ    W.O.

20 G0016904 黒岩 信太郎 ルネサンス浦和 NotPlayed 津浦 隆之

21 G0018532 津浦 隆之 フィナリスタ 津浦 隆之 76(5) 26 10-8 

22 bye    津浦 隆之

23 bye 宮本 昭雄 36 60 10-5 

24 G0020389 13～16 宮本 昭雄 パパステニスクラブ    太田 茂晴

25 G0016457 9～12 有賀 俊博 ニューフロンティアテニスクラブ 有賀 俊博 63 61  

26 bye    有賀 俊博

27 bye 桶谷 武彦 76(8) 60  

28 G0011284 桶谷 武彦 とつかテニスクラブ    太田 茂晴

29 G0021033 川口 弘嗣 筑紫野ローンテニスクラブ 森分 紀雄 61 62  

30 森分 紀雄 立野LT    W.O. 太田 茂晴

31 bye 太田 茂晴 60 60  WINNER

32 G0000765 5～8 太田 茂晴 Ｌｅａｄｓ    長谷川 尚之

33 G0003014 5～8 水野 幸治 常磐松テニス倶楽部 水野 幸治 80

34 bye    水野 幸治

35 bye 米田 俊浩 61 67(3) 10-4 

36 G0018392 米田 俊浩 ＴＥＡＭ　ＥＸ    水野 幸治

37 G0014996 穴口 聡 三井造船 穴口 聡 76(4) 75  

38 bye    穴口 聡

39 bye 津田 琢麿 60 61  

40 G0000168 9～12 津田 琢麿 荏原ＳＳＣ    柳内 崇

41 G0020405 13～16 長沢 雄次 リトルプリンステニスクラブ 長沢 雄次 46 63 10-3 

42 bye    

43 bye 渡部 修 NotPlayed

44 G0016182 渡部 修 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ    柳内 崇

45 G0018409 峰岸 学 水郷インドアテニスアカデミー 峰岸 学    W.O.

46 G0021351 副田 拓人 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 62 62  柳内 崇

47 bye 柳内 崇 60 63  

48 G0019569 3～4 柳内 崇 大正セントラル目白    相場 学

49 G0017268 5～8 古永 浩祥 小平テニス倶楽部 古永 浩祥 84

50 bye    古永 浩祥

51 bye 松岡 豊武 75 36 10-7 

52 G0008959 松岡 豊武 ブリヂストンスポーツ    古永 浩祥

53 G0021219 大貫 欽也 登戸サンライズＴＣ 大貫 欽也 60 64  

54 bye    大貫 欽也

55 bye 小関 繁 63 63  

56 G0020368 9～12 小関 繁 東京都ＴＡ    相場 学

57 G0021384 13～16 吉田 徹 東芝府中 吉田 徹 62 61  

58 bye    吉田 徹

59 bye 松堂 浩士 36 61 10-6 

60 G0014659 松堂 浩士 台東区テニス協会    相場 学

61 G0019094 大橋 孝一 アップルテニスクラブ 藤本 聡 64 64  

62 藤本 聡 M45TC    W.O. 相場 学

63 bye 相場 学 61 76(7)  

64 G0015595 2 相場 学 館林ローンテニスクラブ    

E1：第4回 東京都ニューイヤーベテランテニス選手権大会
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男子シングルス ５０歳以上
登録No Seed name 1R 2R 3R QF SF F

1 G0002809 1 佐藤 幸裕 Ｓ・Ｔ・Ｐ 佐藤 幸裕 優勝 ： 240

2 bye    佐藤 幸裕 準優勝 ： 168

3 G0021516 安村 俊己 野川クラブ 長谷川 修 64 60  ベスト4 ： 117

4 G0020649 長谷川 修 木テニ 63 61  佐藤 幸裕 ベスト8 ： 81

5 G0020970 磯部 靖 大正セントラルＴＣ目白 磯部 靖 61 63  ベスト16 ： 56

6 bye    磯部 靖 2R ： 39

7 bye 小山 鑑明 75 62  1R ： 6

8 G0016002 13～16 小山 鑑明 テニスユナイテッド    西辻 基

9 G0021136 9～12 冨田 政則 中野区テニス連盟 冨田 政則 62   RET

10 bye    西辻 基

11 G0017425 西辻 基 中央林間テニスクラブ 西辻 基 60 60  

12 G0014622 佐俣 孝治 西武ドームテニスコート 61 67(6) 10-5 西辻 基

13 G0020670 大竹 俊介 朝霞グリーンテニスクラブ 大竹 俊介 76(5) 63  

14 G0021541 三石 昇 ｔｅｎｎｉｓ　ｔｅａｍ　Ｍｔ 64 64  大野 雅仁

15 bye 大野 雅仁 57 61 10-5 

16 G0006120 5～8 大野 雅仁 横須賀テニスクラブ    西辻 基

17 G0017076 3～4 落合 聡 サンテニスクラブ 落合 聡 61 63  

18 bye    落合 聡

19 G0019987 小板橋 裕 荏原ＳＳＣ 小板橋 裕 60 60  

20 G0006770 山岸 圭太郎 三菱電機 60 60  落合 聡

21 G0021416 坂下 友也 チームウィンフィールド 坂下 友也 60 75  

22 bye    松本 努

23 bye 松本 努 62 63  

24 G0017006 13～16 松本 努 昭和の森テニスセンター    落合 聡

25 G0019365 9～12 早坂 幸雄 亀の甲山テニスクラブ 早坂 幸雄 61 57 10-2 

26 bye    早坂 幸雄

27 bye 井田 薫 46 61 10-6 

28 G0020214 井田 薫 水曜会    早坂 幸雄

29 G0018450 奥村 尚弘 アシニス 奥村 尚弘    W.O.

30 G0018736 室谷 健 ノア・インドアステージ武蔵浦和 46 62 10-5 高塚 浩文

31 bye 高塚 浩文 62 60  WINNER

32 G0017761 5～8 高塚 浩文 テニスプラザ戸塚    西辻 基

33 G0009401 5～8 向川 美智彦 薬師寺テニスカレッジ 向川 美智彦 84

34 bye    永田 美智夫

35 G0020623 坂元 次郎 東京チャンポン 永田 美智夫 76(0) 63  

36 G0018905 永田 美智夫 Ｌｅａｄｓ    W.O. 高柳 均

37 G0020473 稲毛 浩一 田柄テニスクラブ 稲毛 浩一 63 60  

38 bye    高柳 均

39 bye 高柳 均 60 60  

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

41 G0019931 13～16 村上 憲生 ＮＡＳシルキーウインズ 村上 憲生 76(7) 67(3) 10-7 

42 bye    村上 憲生

43 bye 鎌田 譲 62 62  

44 G0020187 鎌田 譲 サントピアテニスクラブ    土谷 啓介

45 G0020404 岩本 隆一 大島フラワーテニスガーデン 土谷 啓介 16 63 10-7 

46 G0018037 土谷 啓介 アルドールテニスステージ 60 60  土谷 啓介

47 bye 御代 元    W.O.

48 G0005106 3～4 御代 元 明治神宮外苑テニスクラブ    臼井 武士

49 G0014905 5～8 水主 直人 あわっこくらぶ 水主 直人 76(6) 76(1)  

50 bye    水主 直人

51 G0020605 宮澤 英雄 ＫＤＤＩ 西沢 友彦 63 61  

52 G0009481 西沢 友彦 農林中央金庫 60 64  岡安 克弘

53 G0016315 小山 義孝 チームオクヤマ 小山 義孝 64 63  

54 G0020716 熊切 照寿 湘南インドアテニスクラブ 63 75  岡安 克弘

55 bye 岡安 克弘 62 63  

56 G0018423 9～12 岡安 克弘 成城テニスクラブ    臼井 武士

57 G0018356 13～16 竹内 聖 大正セントラルＴＣ目白 竹内 聖 64 76(4)  

58 bye    亀山 修司

59 bye 亀山 修司    W.O.

60 G0018048 亀山 修司 東京グリーンテニスクラブ    臼井 武士

61 G0017930 高野 量平 ＴＥＮＮＩＳ　ＴＥＡＭ　ＰＡＯ 高野 量平 61 62  

62 G0016542 熊澤 方宏 Ｅｌｄｏ．ｒａ．ｄｏ 63 63  臼井 武士

63 bye 臼井 武士 62 61  

64 G0012289 2 臼井 武士 コナミスポーツクラブ本店    

E1：第4回 東京都ニューイヤーベテランテニス選手権大会
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男子シングルス ５５歳以上
登録No Seed name 1R 2R QF SF F

1 G0000137 1 辻 孝彦 Ｍ・Ｉ・Ｔ・Ｃ 辻 孝彦

優勝
準優勝
ベスト4

：
：
：

211
147
103

2 bye

   

辻 孝彦

ベスト8
2R
1R

：
：
：

72
49
6

3 G0015354 島田 俊之 オールサムズテニスクラブ 坂爪 操

61 63  

4 G0016355 坂爪 操 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ

61 60  

辻 孝彦

5 G0021080 丸山 一隆 みんなのテニス 丸山 一隆

61 63  

6 G0021210 山田 幸輝 中央林間テニスクラブ

64 75  

丸山 一隆

7 G0016695 古屋 徳郎 大正セントラルテニスクラブ目白 田中 耕太

61 64  

8 G0015977 5～8 田中 耕太 サントピアテニスクラブ

63 64  

辻 孝彦

9 G0012361 3～4 中村 和史 武蔵野ドームテニススクール 中村 和史

82

10 G0018479 出村 敏之 ＣＬＯＶＥＲ　ＴＥＮＮＩＳ　ＡＣＡＤＥＭＹ

60 60  

中村 和史

11 G0014509 奥谷 靖 バルヴェール 奥谷 靖

64 57 10-8 

12 G0015622 鳥越 彰 湘南テニスクラブ

62 64  

中村 和史

13 G0016630 下脇 一博 金港テニスクラブ 下脇 一博

   W.O.

14 G0006027 小林 英一 神奈川県総合リハビリテーションセンター

63 62  

武笠 輝久

15 G0019472 堀越 秀人 ＣＬＯＶＥＲ　ＴＥＮＮＩＳ　ＡＣＡＤＥＭＹ 武笠 輝久

64 60  

WINNER

16 G0010273 5～8 武笠 輝久 アップルテニスクラブ

   W.O.

辻 孝彦

17 G0015960 5～8 田中 淳一 湘南平テニスクラブ 土田 達

82

18 G0016391 土田 達 武蔵野市テニス連盟

   W.O.

土田 達

19 G0016690 浅野 哲 パサニアテニスクラブ 井田 峰男

61 62  

20 G0021083 井田 峰男 川崎市テニス協会チームＮ’Ｂ

   W.O.

土田 達

21 G0021011 高橋 弘一 オレンジヒルテニスクラブ 浜辺 雅昭

46 61 10-5 

22 G0017272 浜辺 雅昭 Ｋ－Ｔｅｎｎｉｓ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ

61 61  

奥瀬 篤

23 G0021428 山田 直弥 オールサムズテニスクラブ 奥瀬 篤

61 26 10-4 

24 G0020394 3～4 奥瀬 篤 調布テニスクラブ

60 61  

藤井 泰夫

25 G0019084 5～8 藤井 泰夫 チームオクヤマ 藤井 泰夫

83

26 G0000142 古城門 晋 明治神宮外苑テニスクラブ

57 61 10-8 

藤井 泰夫

27 G0019200 武田 修 松山下ＳＣ 武田 修

62 60  

28 G0020212 加藤 雅俊 スポーツラーニング

60 60  

藤井 泰夫

29 G0000185 長谷川 勇 ゴールドベル 長谷川 勇

46 64 10-7 

30 G0020032 福嶋 史郎 千葉県テニス協会

61 60  

戸木 教夫

31 bye 戸木 教夫

64 63  

32 G0000154 2 戸木 教夫 ＩＳＨＩＩ．ＴＡ
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男子シングルス ６０歳以上
登録No Seed name 1R 2R 3R QF SF F

1 G0000755 1 鎌田 幸年 小金井市テニス連盟 鎌田 幸年 優勝 ： 240

2 bye    鎌田 幸年 準優勝 ： 168

3 G0016476 小泉 誠 東村山市テニス連盟 吉川 昇 60 60  ベスト4 ： 117

4 G0020330 吉川 昇 稲城市テニス連盟 63 62  鎌田 幸年 ベスト8 ： 81

5 石川 克志 ロヴィング 稲田 保裕 60 63  ベスト16 ： 56

6 G0000212 稲田 保裕 明治神宮外苑テニスクラブ 60 61  稲田 保裕 2R ： 39

7 G0021303 西村 淳一 町田ローンテニスクラブ 太田 和彦 75 23  RET 1R ： 6

8 G0000164 13～16 太田 和彦 成蹊テニス会 63 61  鎌田 幸年

9 G0003017 9～12 皆川 勉 和泉テニスクラブ 皆川 勉 57 76(4) 10-5 

10 bye    戸田 信宏

11 G0016282 戸田 信宏 テニスユニバース 戸田 信宏 64 62  

12 G0018820 椎名 康士 大正セントラルテニスクラブ新宿 60 60  戸田 信宏

13 G0017473 涌井 保夫 行田テニスクラブ 田村 守 75 64  

14 G0021427 田村 守 小平テニスクラブ 76(3) 62  田村 守

15 bye 中村 祐一 63 62  

16 G0009695 5～8 中村 祐一 松戸テニスクラブ    川原 公規

17 G0011452 3～4 小倉 桂一 ブレントウッドラケットクラブ 小倉 桂一 61 61  

18 bye    小倉 桂一

19 G0020430 小島 恒巳 足利ローンテニスクラブ 北川 彰 61 61  

20 G0020461 北川 彰 横浜ガーデンテニスクラブ 60 46 10-7 小倉 桂一

21 G0019930 馬場 功次 飯能優球人 馬場 功次 63 61  

22 G0020432 石井 康彦 東京消防庁 63 64  馬場 功次

23 G0018248 清水 照雄 月見野ローンテニスクラブ 福垣 嘉浩 63 62  

24 G0020086 13～16 福垣 嘉浩 あざみ野ローンテニスクラブ 64 46 10-2 川原 公規

25 G0015453 9～12 馬 占江 宮村テニスセンター 馬 占江 62 62  

26 bye    馬 占江

27 G0017090 入岡 一吉 相模原グリーンテニスクラブ 石渡 一郎 62 64  

28 G0002559 石渡 一郎 大島フラワーテニスガーデン 67(5) 61 10-4 川原 公規

29 G0020347 大野 邦生 Ｙ．Ｓ．Ｃ． 山崎 和博 62 61  

30 G0000214 山崎 和博 ブレンドウッドラケットクラブ 61 62  川原 公規

31 bye 川原 公規 60 60  WINNER

32 G0008384 5～8 川原 公規 にこにこＴＣ    川原 公規

33 G0000162 5～8 竜口 博明 小平テニスクラブ 竜口 博明 60 60  

34 bye    竜口 博明

35 G0019236 林 孝好 ＮＷＴＣ 吉垣 桂 62 62  

36 G0004184 吉垣 桂 百合ヶ丘ファミリーテニスクラブ 63 61  竜口 博明

37 G0012248 小沢 正彦 田園テニスクラブ 小沢 正彦    W.O.

38 G0020570 原 聡志 立川テニス倶楽部 16 76(4) 10-6 小沢 正彦

39 bye 後藤 久人    W.O.

40 G0014615 9～12 後藤 久人 港区テニス連盟    宮島 信行

41 G0014785 13～16 漆畑 諭樹 新座ローンテニスクラブ 漆畑 諭樹 64 62  

42 G0013609 百名 祐介 セサミテニススクール 61 63  漆畑 諭樹

43 山本 俊郎 サンライズ 山本 俊郎 64 60  

44 G0010519 工藤 正人 クラブＵＴＡ 63 61  宮島 信行

45 G0011185 二見 一由 富士見テニスクラブ 二見 一由 76(3) 60  

46 G0015675 石井 康義 松戸テニスクラブ 60 61  宮島 信行

47 bye 宮島 信行 60 61  

48 G0000192 3～4 宮島 信行 亀の甲山テニスクラブ    宮島 信行

49 G0019316 5～8 池田 秀徳 ＴＯＰインドアステージ亀戸 池田 秀徳 63 62  

50 bye    池田 秀徳

51 G0016406 藤田 和彦 東村山テニス連盟 青木 繁延 62 75  

52 G0021031 青木 繁延 稲城市テニス連盟 61 61  池田 秀徳

53 G0020416 松林 和彦 武蔵野ローンテニスクラブ 足立 正和    W.O.

54 G0008897 足立 正和 松原テニスクラブ印西 60 62  足立 正和

55 G0018607 谷内 順二 関町ローンテニスクラブ 赤毛 裕 62 63  

56 G0015623 9～12 赤毛 裕 東京都渋谷区硬式テニス連盟 75 62  佐伯 義夫

57 G0020007 13～16 田口 正弘 ラック港南台ＴＧ 田口 正弘 60 64  

58 G0021181 伊藤 信吾 中原テニスクラブ    W.O. 藤次 安行

59 G0018628 伏見 和夫 テニスプラザ戸塚 藤次 安行 62 76(4)  

60 G0000210 藤次 安行 草加ローンテニスクラブ 63 60  佐伯 義夫

61 G0017968 望月 恵吾 国立競技場テニス場 内田 盛夫 64 62  

62 G0018359 内田 盛夫 アミティーテニススクール 62 63  佐伯 義夫

63 bye 佐伯 義夫 61 60  

64 G0012112 2 佐伯 義夫 桜台テニスクラブ    

E1：第4回 東京都ニューイヤーベテランテニス選手権大会
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男子シングルス ６５歳以上
登録No Seed name 1R 2R 3R 4R QF SF

1 G0000234 1 草野 貢二 町田ローンテニスクラブ 草野 貢二 優勝 ： 240

2 bye    草野 貢二 準優勝 ： 168

3 G0020338 岡崎 博志 クラブＵ．Ｔ．Ａ． 岡崎 博志 60 60  ベスト4 ： 117

4 G0008678 深見 栄司 京王テニスクラブ 61 64  草野 貢二 ベスト8 ： 81

5 G0015112 長谷川 幸雄 明治神宮外苑テニスクラブ 岡 修二 64 63  ベスト16 ： 56

6 G0000161 岡 修二 新座ローンテニスクラブ 62 61  柳川 孝 ベスト32 ： 39

7 G0018501 井本 耕三 小金原テニスクラブ 柳川 孝 62 63  2R ： 27

8 G0018290 柳川 孝 オレンジヒルテニスクラブ 61 61  草野 貢二 1R ： 6

9 G0017061 山口 光廣 町田ローンテニスクラブ 山口 光廣 61 61  

10 bye    早船 秀一

11 早船 秀一 八王子アイビーテニスクラブ 早船 秀一 62 60  

12 G0012065 高橋 昭 立川グリーンテニスクラブ 76(2) 76(7)  由田 秀行

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

14 G0018390 宮 雄司 桜台テニスクラブ 64 63  由田 秀行

15 bye 由田 秀行 62 62  

16 G0017375 13～16 由田 秀行 横河電機    草野 貢二

17 G0014207 9～12 坂井 宣夫 ＳＫＹＴＯＮ 坂井 宣夫 63 46 10-7 

18 bye    渋川 清

19 G0020656 渋川 清 カトレヤテニスガーデン鴻巣 渋川 清    W.O.

20 G0016168 中島 唯夫 横浜スポーツマンクラブ 64 61  長島 泰治

21 G0016240 比原 幸夫 三菱重工横浜 比原 幸夫 61 63  

22 G0012531 岡野 靜夫 松原テニスクラブ印西    W.O. 長島 泰治

23 bye 長島 泰治 62 63  

24 G0016873 長島 泰治 一橋庭球倶楽部    松岡 和雄

25 G0016955 倉地 公治 中原テニスクラブ 倉地 公治 60 61  

26 bye    平野 保英

27 G0010643 岩澤 守 チームチャレンジ 平野 保英 60 64  

28 平野 保英 昭和の森 62 61  松岡 和雄

29 G0020403 加納 慶人 京王テニスクラブ 加納 慶人 76(3) 61  

30 G0017073 中西 幸雄 ウインザーラケットショップ 63 67(4) 12-10 松岡 和雄

31 bye 松岡 和雄 13   RET A

32 G0000146 5～8 松岡 和雄 大島フラワーテニスガーデン    草野 貢二

33 G0000203 3～4 成田 周治 セントマリアホスピタルテニスクラブ 成田 周治 26 76(5) 10-5 

34 bye    高山 正

35 G0020968 高山 正 京王テニスクラブ 高山 正 62 62  

36 G0006286 笹本 透 明治神宮外苑テニスクラブ 61 62  高山 正

37 G0000923 岩本 良則 小田原ガーデンテニスクラブ 小野田 隆義 61 61  

38 G0013602 小野田 隆義 若草テニスクラブ 64 62  半田 正行

39 G0020730 吉田 恭治 武蔵野ローンテニスクラブ 半田 正行 64 64  

40 G0004207 半田 正行 新座ローンテニスクラブ 62 62  高山 正

41 G0021280 福島 修三郎 オレンジヒルテニスクラブ 福島 修三郎 75 62  

42 bye    石川 隆一

43 G0014050 石川 隆一 横浜ガーデンテニスクラブ 石川 隆一 63 61  

44 G0014757 村井 康真 馬込テニスクラブ 61 61  上原 久雄

45 G0016455 西井 儀一 地区教職員 西井 儀一 16 63 10-8 

46 G0021264 竹澤 隆夫 坂戸クリーン 61 60  上原 久雄

47 bye 上原 久雄 63 62  

48 G0004210 13～16 上原 久雄 高松ローンテニスクラブ    中村 行男

49 G0014970 9～12 中村 行男 日機装 中村 行男 64 16 12-10 

50 bye    中村 行男

51 G0012512 米山 徹夫 越ヶ谷グリーンテニスクラブ 米山 徹夫 60 61  

52 G0021315 星 達夫 あざみ野ローン 63 62  中村 行男

53 G0014840 幸田 和男 みかも山ＧＴＣ 松本 好弘 63 63  

54 G0006401 松本 好弘 フォーティ 63 64  松本 好弘

55 bye 井上 雅幾 64 76(2)  

56 G0018944 井上 雅幾 とつかテニスクラブ    中村 行男

57 G0018885 木曽 孝 大正セントラルテニスクラブ目白 大石 秀俊 62 62  

58 G0020456 大石 秀俊 品川区テニス連盟 67(4) 75 10-8 水野 俊夫

59 G0018924 矢田部 弘 大森テニスクラブ 水野 俊夫 75 60  

60 G0019023 水野 俊夫 アクトスポーツクラブ 75 75  水野 俊夫 F

61 G0019962 高橋 康雄 ＡＴＫテニススクール 高橋 康雄 63 46 10-7 WINNER

62 G0018740 小俣 啓明 京王テニスクラブ 60 60  高橋 康雄 草野 貢二 平田 秀俊

63 bye 伊藤 裕 61 64  平田 秀俊 W.O.

64 G0019055 5～8 伊藤 裕 若草テニスクラブ    
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65 G0000159 5～8 新美 進 リバーサイドＴＣ 新美 進 優勝 ： 240

66 bye    新美 進 準優勝 ： 168

67 G0008941 清重 舜介 明治神宮外苑テニスクラブ 清重 舜介 60 64  ベスト4 ： 117

68 G0014671 笹本 敏郎 大島フラワーテニスガーデン 62 75  新美 進 ベスト8 ： 81

69 G0009599 渡辺 博 若草テニスクラブ 渡辺 博 60 63  ベスト16 ： 56

70 G0016401 大澤 研二 武蔵野ローンテニスクラブ 61 61  森谷 直之 ベスト32 ： 39

71 G0006788 森谷 直之 小平テニス倶楽部 森谷 直之 62 36 10-6 2R ： 27

72 G0015713 小泉 治宣 オレンジヒルテニスクラブ 62 60  新美 進 1R ： 6

73 G0016353 塩野 啓二 八王子アイビーテニスクラブ 塩野 啓二 75 46 10-6 

74 bye    塩野 啓二

75 設楽 光則 立川グリーンテニスクラブ 設楽 光則 62 60  

76 G0000093 南波 良之 石神井ローンテニスクラブ    W.O. 塩野 啓二

77 G0019139 下川 正人 桜台テニスクラブ 三友 和雄    W.O.

78 G0019528 三友 和雄 カトレアテニスガーデン鴻巣 63 75  赤沼 英雄

79 bye 赤沼 英雄 61 57 10-8 

80 G0019032 9～12 赤沼 英雄 京王テニスクラブ    新美 進

81 G0017935 13～16 前田 慶一 石神井ローンテニスクラブ 前田 慶一 63 64  

82 bye    内海 正雄

83 G0016378 天野 安治 Ｙ．Ｓ．Ｃ． 内海 正雄 64 64  

84 G0007244 内海 正雄 横浜スポーツマンクラブ    W.O. 山口 隆

85 G0020813 山口 隆 三笠テニススクール 山口 隆 62 62  

86 G0017554 盛 健一 マドリッドテニスクラブ 63 61  山口 隆

87 bye 小池 健一 62 61  

88 G0014860 小池 健一 プリムラテニスクラブ    島津 雅仁

89 G0017400 堀川 道夫 流山グリーンテニスクラブ 加藤 一顕 64 63  

90 G0016575 加藤 一顕 東宝調布Ｔ．Ｃ    W.O. 加藤 一顕

91 G0015704 小林 紀夫 田柄テニスクラブ 小林 紀夫 62 61  

92 西山 雅久 墨田区テニス連盟 62 60  島津 雅仁

93 G0014929 冬木 嘉平次 国立競技場霞ヶ丘庭球場 冬木 嘉平次 62 61  

94 G0015696 鈴木 建司 小山田桜台テニスクラブ 62 60  島津 雅仁

95 bye 島津 雅仁 63 62  B

96 G0017020 3～4 島津 雅仁 武蔵野ローンテニスクラブ    平田 秀俊

97 G0006179 5～8 谷口 幸一郎 森の里テニスクラブ 谷口 幸一郎 62 62  

98 bye    平田 秀俊

99 G0009224 平田 秀俊 グレイステニスクラブ 平田 秀俊 63 57 10-4 

100 G0020010 佐々木 幹夫 明治神宮外苑テニスクラブ    W.O. 平田 秀俊

101 G0020818 本橋 康平 大島フラワーテニスガーデン 浅海 安義 62 46 10-6 

102 G0002527 浅海 安義 新座ローンテニスクラブ 63 60  矢野 マサヒロ

103 G0012383 矢野 マサヒロ 小平テニスクラブ 矢野 マサヒロ 62 62  

104 G0018427 原田 雅弘 横浜ガーデンテニスクラブ 62 61  平田 秀俊

105 G0016438 安部 博司 馬込テニスクラブ 安部 博司 63 63  

106 bye    安部 博司

107 G0017149 内山 和美 ＣＴＡ 内山 和美 75 57 10-4 

108 G0015834 佐々木 廣 石神井ローンテニスクラブ 61 61  茂木 弘

109 G0015486 北洞 信也 相模原グリーンテニスクラブ 大寺 孝幸 60 60  

110 G0017581 大寺 孝幸 越谷グリーンテニスクラブ    W.O. 茂木 弘

111 bye 茂木 弘 62 60  

112 G0017291 9～12 茂木 弘 リベロ    平田 秀俊

113 G0000738 13～16 島田 俊夫 夢見ヶ崎ＬＴＣ 島田 俊夫 60 21  RET

114 bye    島田 俊夫

115 G0019092 三河 忠由 あざみ野ローンテニスクラブ 三河 忠由 64 64  

116 G0021098 野原 豊久 物産ＧＳＴＣ 60 60  田嶋 修二

117 G0020457 前田 春雄 フェニックステニスクラブ 田嶋 修二 64 62  

118 G0000226 田嶋 修二 パサニアテニスクラブ 60 64  田嶋 修二

119 bye 松平 永治 62 62  

120 G0018239 松平 永治 東京ローンテニスクラブ    田嶋 修二

121 G0018484 東海林 芳美 立川テニス倶楽部 近藤 秀憲 53   RET

122 G0017961 近藤 秀憲 総武グリーンテニスクラブ 61 63  辰野 元文

123 G0006506 岩附 勝 神宮外苑テニスクラブ 辰野 元文 60 64  

124 G0000160 辰野 元文 金子グリーンテニスアカデミー 62 63  辰野 元文

125 G0016225 森岡 芳正 インスピＴＣ 平田 眞一 57 64 10-7 

126 G0016431 平田 眞一 京王テニスクラブ 61 64  平田 眞一

127 bye 園田 哲夫 62 62  

128 G0017202 2 園田 哲夫 アドバンテージ    



男子シングルス ７０歳以上
登録No Seed name 1R 2R 3R QF SF F

1 G0013735 1 酒井 国雄 立川グリーンテニスクラブ 酒井 国雄 優勝 ： 240

2 bye    酒井 国雄 準優勝 ： 168

3 G0018589 中村 嘉克 Ｓ－ＭＴＣ 中村 嘉克 61 63  ベスト4 ： 117

4 G0021087 伊藤 孝行 船橋さくらテニスクラブ    W.O. 酒井 国雄 ベスト8 ： 81

5 G0000114 菅原 英明 新座ローンテニスクラブ 菅原 英明 52   RET ベスト16 ： 56

6 G0012388 柴田 豊 田園テニスクラブ 76(2) 63  小山 小次郎 2R ： 39

7 G0012611 石橋 富士男 立川テニスクラブ 小山 小次郎 62 63  1R ： 6

8 G0019655 13～16 小山 小次郎 明治神宮外苑テニスクラブ 62 64  柳川 嘉夫

9 G0011013 9～12 柳川 嘉夫 小平Ｔ．Ｃ 柳川 嘉夫 61 62  

10 G0015049 関根 英夫 神崎テニスカレッジ 62 60  柳川 嘉夫

11 G0014649 佐々木 憲夫 上尾テニスクラブ 亀野 正徳 61 60  

12 G0018229 亀野 正徳 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 76(6) 75  柳川 嘉夫

13 G0010375 高野 修 小平テニスクラブ 高野 修 75 75  

14 G0016183 北岡 康典 湘南ローンテニスクラブ 63 61  菅野 真彦

15 G0017835 北川 和義 京王テニスクラブ 菅野 真彦 76(5) 60  

16 G0016330 5～8 菅野 真彦 石神井ローンテニスクラブ    W.O. 柳川 嘉夫

17 G0009461 3～4 漆川 芳國 産総研 漆川 芳國 62 60  

18 bye    漆川 芳國

19 G0016402 金子 義明 武蔵野ローンテニスクラブ 岡田 進 61 60  

20 G0009241 岡田 進 大森テニスクラブ 62 75  福田 和彦

21 G0012338 福田 和彦 リトルプリンステニスクラブ 福田 和彦    W.O.

22 G0017647 水谷 英治 三菱電機相模 60 61  福田 和彦

23 G0019006 橋本 義範 日本郵政グループ 橋本 義範 63 63  

24 G0007014 13～16 太田 不二雄 セントマリアホスピタルテニスクラブ 63 63  福田 和彦

25 G0017395 9～12 工藤 喜彌 山清テニスクラブ 生川 芳久 76(3) 76(1)  

26 G0005775 生川 芳久 東京ローンテニスクラブ 64 61  生川 芳久

27 G0007658 田代 哲夫 チームオクヤマ 田代 哲夫 36 63 10-8 

28 G0019369 百瀬 幸治 稲城市テニス連盟 63 61  生川 芳久

29 G0016878 杉田 剛 Ｓ．ＯＮＥグリーンテニスクラブ 杉田 剛    W.O.

30 G0016977 野村 誠 小平テニス倶楽部 64 61  長澤 孝雄

31 G0008921 長澤 孝雄 茂原グリーンテニスクラブ 長澤 孝雄    W.O. WINNER

32 G0016655 5～8 小松 伸哉 ウェルＲＣ 63 64  清水 道夫

33 G0000386 5～8 佐野 繁昭 日本大学テニス部桜門会 佐野 繁昭 81

34 G0010778 庄村 勝雄 京王テニスクラブ 63 60  佐野 繁昭

35 G0011987 梅澤 健男 武蔵野ローンテニスクラブ 落合 康容 64 61  

36 G0018645 落合 康容 相模原ねんりんテニスクラブ 64 62  佐野 繁昭

37 G0002522 秋澤 成洪 横浜インターナショナルテニスコミュニティ 秋澤 成洪    W.O.

38 G0020578 大久保 潔 東京都ＴＡ 64 36 11-9 大西 昭治

39 G0020314 加藤 浩 茅野市テニス協会 大西 昭治 62 61  

40 G0016986 9～12 大西 昭治 上尾セントラルテニスクラブ 63 64  清水 道夫

41 G0007079 13～16 淀川 勝男 三菱重工業 清水 道夫 64 46 10-3 

42 G0002828 清水 道夫 成城スクエアテニスクラブ 60 63  清水 道夫

43 G0017893 横田 国夫 亀の甲山テニスクラブ 栗林 志郎 63 63  

44 G0014910 栗林 志郎 イースタンテニスクラブ 60 61  清水 道夫

45 G0017625 山田 稔 鎌ヶ谷ひかりテニスクラブ 松田 晃 60 21  RET

46 G0000385 松田 晃 京王テニスクラブ 62 63  田口 正樹

47 bye 田口 正樹 63 63  

48 G0000075 3～4 田口 正樹 金町テニスガーデン    清水 道夫

49 G0002060 5～8 山田 忠利 小平テニス倶楽部 山田 忠利 62 63  

50 G0016958 太田 元夫 明治神宮外苑テニスクラブ 61 60  山田 忠利

51 指田 紀雄 立川グリーンテニスクラブ 森部 和彦 63 62  

52 G0012042 森部 和彦 大森テニスクラブ 62 60  佐藤 久和

53 G0020344 飯田 博 ＴＯＳＳ用賀 飯田 博 63 46 10-8 

54 G0016248 山部 政宏 新座ローンテニスクラブ 64 16 10-6 佐藤 久和

55 G0000072 佐藤 久和 ナマイテニススクール 佐藤 久和 61 61  

56 G0010320 9～12 中田 弘 足立区テニス協会 61 75  桐原 清徳

57 G0019108 13～16 鈴木 保美 京浜クラブ 小野 隆夫 16 75 10-4 

58 G0020672 小野 隆夫 千葉田園テニスクラブ 46 63 10-3 小野 隆夫

59 G0014689 大木 康次 東京都ＴＡ 大木 康次    W.O.

60 G0019897 田中 清吾 ウインビレッジテニスクラブ    W.O. 桐原 清徳

61 G0015366 富山 和義 いなげフラワーテニスクラブ 掛樋 豊    W.O.

62 G0019123 掛樋 豊 ＧＯＤＡＩテニスカレッジ 62 63  桐原 清徳

63 bye 桐原 清徳 60 60  

64 G0012254 2 桐原 清徳 和泉テニスクラブ    

E1：第4回 東京都ニューイヤーベテランテニス選手権大会
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男子シングルス ７５歳以上
登録No Seed name 1R 2R 3R QF SF F

1 G0000089 1 田中 正剛 三菱重工業 田中 正剛 優勝 ： 240

2 bye    田中 正剛 準優勝 ： 168

3 G0021482 山田 俊彦 サントピアテニスクラブ 片瀬 潔    W.O. ベスト4 ： 117

4 G0017831 片瀬 潔 町田ローンテニスクラブ 61 64  田中 正剛 ベスト8 ： 81

5 G0007549 小松 信 成城スクエアテニスクラブ 河野 晶二郎    W.O. ベスト16 ： 56

6 G0016592 河野 晶二郎 クラブＵ．Ｔ．Ａ． 61 62  嶋田 隆 2R ： 39

7 G0007288 嶋田 隆 保谷ロイヤルテニスクラブ 嶋田 隆 62 64  1R ： 6

8 G0016601 13～16 山崎 英志 グリーングラスＴＣ 46 61 10-8 田中 正剛

9 G0020586 9～12 田中 仁 京王テニスクラブ 田中 仁 61 16 10-5 

10 bye    田中 仁

11 G0021553 矢野 達男 立川グリーンテニス 矢野 達男 75 61  

12 G0017665 武士俣 貞助 稲城市テニス連盟 63 63  宮崎 恒雄

13 G0018365 佐々木 孝雄 明治神宮外苑テニスクラブ 佐々木 孝雄 61 64  

14 G0013728 木村 久正 武蔵野ローンテニスクラブ    W.O. 宮崎 恒雄

15 bye 宮崎 恒雄 61 60  

16 G0014766 5～8 宮崎 恒雄 名細テニスクラブ    田中 正剛

17 G0000073 3～4 飯島 捷語 石神井ローンテニスクラブ 飯島 捷語 62 62  

18 bye    飯島 捷語

19 G0008895 伊藤 元夫 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 山尾 敏郎 60 61  

20 G0013594 山尾 敏郎 小平テニスクラブ 64 62  飯島 捷語

21 G0005233 新倉 克彦 明治神宮外苑テニスクラブ 新倉 克彦 62 57 10-0 

22 G0015691 中村 暢男 高井戸ダイヤモンド・テニスクラブ 60 61  新倉 克彦

23 bye 竹下 徳人 62 61  

24 G0009586 13～16 竹下 徳人 ＪＡＥＡ    飯島 捷語

25 G0015392 9～12 中村 紀雄 横浜ガーデンテニスクラブ 中村 紀雄 62 60  

26 bye    中村 紀雄

27 G0015604 木下 忠良 町田ローンテニスクラブ 醍醐 毅 75 64  

28 G0000067 醍醐 毅 明治神宮外苑テニスクラブ 63 63  上平 清

29 G0014874 有賀 文六 京王テニスクラブ 有賀 文六 62 75  

30 芝崎 希美夫 国立スポーツ科学センター 61 60  上平 清

31 bye 上平 清 26 62 10-3 WINNER

32 G0009221 5～8 上平 清 相模原スポーツガーデン    齋藤 明徳

33 G0012271 5～8 森 健 小平テニスクラブ 森 健 85

34 bye    森 健

35 G0017626 小西 英雄 クラブＵ・Ｔ・Ａ 若林 文雄 63 63  

36 G0000084 若林 文雄 若林テニスクラブ 75 64  森 健

37 G0013830 五十嵐 勇 三菱重工汎特テニス部 五十嵐 勇    W.O.

38 G0016997 小山 庄三 東京都ＴＡ 62 60  五十嵐 勇

39 bye 深見 矩光 61 75  

40 G0017814 9～12 深見 矩光 八王子アイビーテニスクラブ    水野 務

41 G0000056 13～16 菅谷 公一 京王テニスクラブ 菅谷 公一 63 76(5)  

42 bye    水野 務

43 G0015395 出口 亨 サンブリッジテニスクラブ 水野 務 61 62  

44 G0017038 水野 務 小平市テニス協会 60 60  水野 務

45 G0021027 柿原 健一郎 赤門テニスクラブ 柿原 健一郎 62 63  

46 G0007390 石浦 盛一 京王テニスクラブ 46 61 10-4 西 淳二

47 bye 西 淳二 75 63  

48 G0012818 3～4 西 淳二 成城スクエアテニスクラブ    齋藤 明徳

49 G0006382 5～8 齋藤 明徳 ＪＦＥ 齋藤 明徳 57 62 10-5 

50 bye    齋藤 明徳

51 G0021045 嘉納 和彦 明治神宮外苑テニスクラブ 嘉納 和彦 61 61  

52 G0011160 川上 隆史 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 63 61  齋藤 明徳

53 G0019098 吉田 朋正 茨城県シニアテニス連盟 吉田 朋正 61 62  

54 G0008300 龍岡 資臣 横須賀ダイヤランドテニスクラブ 26 63 10-4 有本 広見

55 bye 有本 広見 62 60  

56 G0000051 9～12 有本 広見 明治神宮外苑テニスクラブ    齋藤 明徳

57 G0014665 13～16 津村 智一郎 武蔵野ローンテニスクラブ 津村 智一郎 62 62  

58 bye    津村 智一郎

59 G0014732 服部 比登志 三菱重工本社 佐伯 紀男 62 63  

60 G0020747 佐伯 紀男 田柄テニスクラブ 63 76(3)  神谷 義紀

61 G0014728 伊藤 哲也 サンスポーツ 山上 伸輔 61 62  

62 G0010629 山上 伸輔 大森テニスクラブ    W.O. 神谷 義紀

63 bye 神谷 義紀 62 62  

64 G0007280 2 神谷 義紀 江戸川台テニスクラブ    

E1：第4回 東京都ニューイヤーベテランテニス選手権大会
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男子シングルス ８０歳以上
登録No Seed name 1R 2R QF SF F

1 G0000006 1 川崎 修 浦和中央ＴＣ 川崎 修

優勝
準優勝
ベスト4

：
：
：

211
147
103

2 bye

   

川崎 修

ベスト8
2R
1R

：
：
：

72
49
6

3 G0007406 大澤 三千男 横浜スポーツマンクラブ 大澤 三千男

60 61  

4 G0006284 国岡 稔 野火止テニスクラブ

63 63  

川崎 修

5 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 小槻 正幸

60 62  

6 bye

   

小槻 正幸

7 bye 花島 実

46 64 11-9 

8 G0009235 5～8 花島 実 湘南さくらテニスクラブ

   

木村 康彦

9 G0012719 3～4 風間 嘉隆 東京都ＴＡ 風間 嘉隆

76(5) 63  

10 bye

   

木村 康彦

11 bye 木村 康彦

62 62  

12 G0000023 木村 康彦 フォレストテニスクラブ

   

木村 康彦

13 G0021085 舩山 眞弘 霧ケ丘テニスクラブ 舩山 眞弘

62 61  

14 bye

   

加藤 恭介

15 bye 加藤 恭介

61 60  

WINNER

16 G0019195 5～8 加藤 恭介 ＣＴＡ

   

谷津 正次

17 G0013013 5～8 今井 唯之 横浜ガーデンテニスクラブ 今井 唯之

97

18 bye

   

今井 唯之

19 bye 小川 和雄

62 60  

20 G0008759 小川 和雄 八王子アイビーテニスクラブ

   

堀 清

21 G0014652 百瀬 和天 若林テニスクラブ 百瀬 和天

61 64  

22 bye

   

堀 清

23 bye 堀 清

64 61  

24 G0006053 3～4 堀 清 茅ヶ崎ローゼテニスクラブ

   

谷津 正次

25 G0015248 5～8 谷津 正次 ポプラ倶楽部 谷津 正次

63 62  

26 bye

   

谷津 正次

27 bye 辻田 裕司

76(5) 06 10-3 

28 G0004474 辻田 裕司 新座ローンテニスクラブ

   

谷津 正次

29 G0002544 井川 宏 シニアテニス東京 井川 宏

64 62  

30 bye

   

松井 繁幸

31 bye 松井 繁幸

61 60  

32 G0019479 2 松井 繁幸 室蘭テニス協会

   

E1：第4回 東京都ニューイヤーベテランテニス選手権大会
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女子シングルス ４０歳以上
登録No Seed name 1R 2R QF SF F

1 L0011769 1 土屋 純香 江戸川台Ｔ．Ｃ 土屋 純香

優勝
準優勝
ベスト4

：
：
：

211
147
103

2 bye

   

土屋 純香

ベスト8
2R
1R

：
：
：

72
49
6

3 L0011169 中山 妙子 ユニバーサルＴＳ南大沢 土屋 美帆

97

4 L0012791 土屋 美帆 八景インドアテニススクール

86

土屋 純香

5 L0012788 宮尾 美穂 大正セントラルテニスクラブ 大野 則子

   W.O.

6 L0011078 大野 則子 墨田区庭球協会

84

平沼 秋

7 平沼 秋 Y.S.C. 平沼 秋

85

8 L0012397 5～8 上田 暁子 ＣＳＪ

97

高橋 えみ子

9 L0011455 3～4 福島 みち子 エリステニスクラブ 福島 みち子

83

10 bye

   

溝口 康恵

11 L0011846 溝口 康恵 立川市テニス連盟 溝口 康恵

   W.O.

12 L0012620 飯塚 玲奈 武蔵野市テニス連盟

82

高橋 えみ子

13 L0008521 高橋 えみ子 テニスプロジェクト 高橋 えみ子

83

14 L0012706 岩佐 千絵 ゼロ＆スクエア

   W.O.

高橋 えみ子

15 bye 村田 珠美

83

WINNER

16 L0011806 5～8 村田 珠美 ＩＨＳＭアリーナ

   

高橋 えみ子

17 L0011348 5～8 名村 恵美子 テニスＴＥＡＭ２４０ 宮下 亜紀子

81

18 L0011900 宮下 亜紀子 上福岡テニスガーデン

84

宮下 亜紀子

19 L0012271 岩下 江里 JITC 岩下 江里

83

20 L0012283 森田 牧子 立川テニス連盟

83

宮下 亜紀子

21 L0011872 菊池 亮子 水郷テニスアカデミー 渡辺 貴久恵

   W.O.

22 L0011125 渡辺 貴久恵 紙敷テニスクラブ

84

青木 奈央

23 bye 青木 奈央

84

24 L0010589 3～4 青木 奈央 ＩＨＳＭアリーナ

   

宮下 亜紀子

25 L0012338 5～8 三田村 恵 インドアテニスセンターウイング 三田村 恵

85

26 L0011447 坂東橋 なお 明治神宮外苑テニスクラブ

82

三田村 恵

27 L0012077 酒井 智美 登戸サンライズＴＣ 酒井 智美

82

28 L0011797 小林 みどり ダックステニスクラブ

81

三田村 恵

29 L0012418 平田 有紀 サンクテニスクラブ 平田 有紀

82

30 L0012375 針生 仁子 Ｔ．ＡＳＫＡ

   W.O.

平田 有紀

31 bye 吉川 真理

86

32 L0011816 2 吉川 真理 イースタンテニススクール

   

E1：第4回 東京都ニューイヤーベテランテニス選手権大会
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女子シングルス ４５歳以上
登録No Seed name 1R 2R 3R QF SF F

1 L0009617 1 佐藤 千枝 テニスユナイテッド 佐藤 千枝 優勝 ： 240

2 bye    佐藤 千枝 準優勝 ： 168

3 L0012401 小林 陽子 若葉台レッツ 野瀬 貴子 80 ベスト4 ： 117

4 L0010513 野瀬 貴子 パインヒルズ 83 佐藤 千枝 ベスト8 ： 81

5 L0012783 土谷 水帆子 千代田区テニス協会 土谷 水帆子    W.O. ベスト16 ： 56

6 bye    土谷 水帆子 2R ： 39

7 bye ヘンダーソン 園江    W.O. 1R ： 6

8 L0012120 13～16 ヘンダーソン 園江 東京ローンＴ・Ｃ    佐藤 千枝

9 L0011524 9～12 長谷川 昌枝 Ｌｅａｄｓ 長谷川 昌枝 80

10 bye    長谷川 昌枝

11 bye 大内 妙子 83

12 L0010504 大内 妙子 Ｓ・Ｔ・Ｐ    長谷川 昌枝

13 L0012391 政岡 三佳 ｋｅｅｐｓｍｉｌｉｎｇ 政岡 三佳 86

14 bye    奥谷 弘子

15 bye 奥谷 弘子 84

16 L0012568 5～8 奥谷 弘子 市が尾テニスクラブ    佐藤 千枝

17 L0010463 3～4 會田 美和子 テニスフォーラム 會田 美和子 82

18 bye    會田 美和子

19 bye 新田 千恵    W.O.

20 L0008859 新田 千恵 与野テニスクラブ    米倉 ゆみ子

21 L0010982 米倉 ゆみ子 中原テニスクラブ 米倉 ゆみ子 86

22 bye    米倉 ゆみ子

23 bye 西田 千津子 98(5)   

24 L0012178 13～16 西田 千津子 田柄テニスクラブ    蛭間 清里

25 L0011377 9～12 千葉 有希 ロイヤルＳＣテニスクラブ 千葉 有希 81

26 bye    関根 聖子

27 bye 関根 聖子 82

28 L0011911 関根 聖子 大正セントラルテニスクラブ目白    蛭間 清里

29 L0011767 高根 道子 グリーンエイトテニスクラブ 高根 道子    W.O.

30 bye    蛭間 清里

31 bye 蛭間 清里 80 WINNER

32 L0010795 5～8 蛭間 清里 上尾セントラル    佐藤 千枝

33 L0009616 5～8 田村 豊美 ＴＰＰ 田村 豊美 82

34 bye    田村 豊美

35 bye 渡辺 智子 80

36 L0012819 渡辺 智子 ＯＦＦＩＣＥ　ＷＡＫＩ    田村 豊美

37 L0009467 宮村 優子 ＡＢＴＡ 宮村 優子 84

38 bye    佐藤 加奈

39 bye 佐藤 加奈 81

40 L0011774 9～12 佐藤 加奈 登戸サンライズＴＣ    竹中 友美恵

41 L0010538 13～16 勝原 美香 コートピア大泉Ｔ．Ｃ 勝原 美香 97

42 bye    勝原 美香

43 bye 巳波 史子 85

44 L0012380 巳波 史子 ヤナギ    竹中 友美恵

45 L0011347 柴田 直子 ＯＴＳ 倉持 美土子 82

46 L0009408 倉持 美土子 ジュエインドアテニス    W.O. 竹中 友美恵

47 bye 竹中 友美恵 80

48 L0012233 3～4 竹中 友美恵 中野区テニス連盟    竹中 友美恵

49 L0010353 5～8 久米 万美子 ＪＩＴＣ 久米 万美子 86

50 bye    久米 万美子

51 bye 有馬 智子 83

52 L0010009 有馬 智子 トータルテニスアカデミー    久米 万美子

53 L0012782 西崎 洋子 タウンテニス大泉学園 西崎 洋子 82

54 bye    西崎 洋子

55 bye 勝 香織 85

56 L0012596 9～12 勝 香織 大正セントラル新宿    松村 さおり

57 L0011796 13～16 浦田 美保 石神井ローンテニスクラブ 浦田 美保 82

58 bye    高瀬 亜矢子

59 bye 高瀬 亜矢子 32   RET

60 L0011226 高瀬 亜矢子 狛江Ｉ．Ｔ．Ｓ．    松村 さおり

61 L0011373 延原 真由美 朝霞グリーンテニスクラブ 延原 真由美 84

62 L0010820 京田 裕子 高岡ロイヤルテニスクラブ 84 松村 さおり

63 bye 松村 さおり 80

64 L0010514 2 松村 さおり ウッドテニス    
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女子シングルス ５０歳以上
登録No Seed name 1R 2R 3R QF SF F

1 L0003742 1 安藤 朋子 ローズヒルテニスクラブ 安藤 朋子 優勝 ： 240

2 bye    岡田 和可奈 準優勝 ： 168

3 L0011402 岡田 和可奈 チームオクヤマ 岡田 和可奈    W.O. ベスト4 ： 117

4 L0011404 戸村 あき子 スポーツラーニング 82 岡田 和可奈 ベスト8 ： 81

5 L0008981 岩崎 玲子 目黒テニスクラブ 岩崎 玲子    W.O. ベスト16 ： 56

6 L0012695 松田 規誉子 ＳＴＰ 80 田所 照美 2R ： 39

7 L0012628 浅田 保子 ヤナギＴＳ 田所 照美 81 1R ： 6

8 L0007241 13～16 田所 照美 立川ＴＣ 81 前田 美佳

9 L0010425 9～12 前田 美佳 青森県テニス協会 前田 美佳 82

10 bye    前田 美佳

11 L0011663 玉木 郁子 パインヒルズ 吉田 亜矢子 82

12 L0009018 吉田 亜矢子 千間台テニスクラブ    W.O. 前田 美佳

13 L0012425 篠原 希子 東宝調布テニスクラブ 高杉 真澄 83

14 L0011845 高杉 真澄 ゴールドベル 85 橋本 真澄

15 bye 橋本 真澄 82

16 L0008080 5～8 橋本 真澄 チームオクヤマ    斉藤 綾子

17 L0008770 3～4 斉藤 綾子 松戸市テニス協会 斉藤 綾子 84

18 bye    斉藤 綾子

19 L0011049 藤井 繁子 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 粟野 祐美    W.O.

20 L0008739 粟野 祐美 Ｒｏｎｄ－Ｐｏｉｎｔ 86 斉藤 綾子

21 L0010995 阿部 みかえ スプリング 阿部 みかえ 81

22 L0009631 村田 奈緒美 明治神宮外苑テニスクラブ 98(5)   阿部 みかえ

23 L0011081 竹蓋 良子 三井造船 竹蓋 良子 98(5)   

24 L0011390 13～16 土岐田 直美 相模原グリーンテニスクラブ    W.O. 斉藤 綾子

25 L0002929 9～12 渦尻 幸子 チームオクヤマ 渦尻 幸子 82

26 bye    渦尻 幸子

27 L0008513 宮崎 ゆかり 日野市テニス協会 江本 智子 81

28 L0012821 江本 智子 中野アクトテニスクラブ 81 佐々木 絵里

29 L0011547 福山 博子 高井戸ダイヤモンド 福山 博子 83

30 L0012686 池田 久美子 京王テニスクラブ 81 佐々木 絵里

31 bye 佐々木 絵里 82 WINNER

32 L0004975 5～8 佐々木 絵里 目黒テニスクラブ    蝦澤 一子

33 L0011484 5～8 山下 佳子 葉山テニスクラブ 山下 佳子 83

34 bye    山下 佳子

35 L0010809 谷口 久美子 ＩＳＨＩＩテニスアカデミー 谷口 久美子 82

36 L0011760 村田 理恵 Ｔｅａｍ　Ｉ＇ｚ 81 山下 佳子

37 L0010784 黒田 穂波 スプリング 堀口 真由美 84

38 L0010359 堀口 真由美 Ｓ・Ｔ・Ｐ 85 飯塚 敏子

39 bye 飯塚 敏子 84

40 L0009448 9～12 飯塚 敏子 瀬田テニススクール    蝦澤 一子

41 L0010773 13～16 殖栗 智子 ヨネックステニスクラブ 難波 明子 97

42 L0009037 難波 明子 町田ローンテニスクラブ 82 杉本 舞子

43 L0009732 犬塚 ゆかり 東急あざみ野テニスガーデン 杉本 舞子 86

44 L0007831 杉本 舞子 アシニス 84 蝦澤 一子

45 L0012116 斎藤 優子 ＴＧＨ 斎藤 優子 82

46 L0012672 三角 てるみ チームオクヤマ 81 蝦澤 一子

47 bye 蝦澤 一子 81

48 L0009226 3～4 蝦澤 一子 サークル・Ｍ    蝦澤 一子

49 L0010304 5～8 才木 みどり 明治神宮外苑テニスクラブ 才木 みどり 84

50 bye    石神 恵美

51 L0010000 石神 恵美 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 石神 恵美    W.O.

52 L0010083 平塚 由子 メガロス横浜 98(5)   佐藤 菜穂子

53 L0012627 都築 智子 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 佐藤 菜穂子 85

54 L0011314 佐藤 菜穂子 新座ローンテニスクラブ 82 佐藤 菜穂子

55 bye 山本 直子    W.O.

56 L0007890 9～12 山本 直子 テニスプロジェクト    松村 陽紀

57 L0011677 13～16 高井 未美 紙敷ＴＣ 高井 未美 81

58 L0012083 石黒 晶子 杉田ゴルフ場テニスコート    W.O. 高井 未美

59 L0010453 高橋 百合子 国立スポーツ科学センター 高橋 百合子 50   RET

60 L0011570 内藤 京子 荏原ＳＳＣ    W.O. 松村 陽紀

61 L0010744 高橋 愉香 アピアインドアテニスクラブ 高橋 愉香 81

62 L0018355 鈴木 美智子 ＪＩＴＣ 81 松村 陽紀

63 bye 松村 陽紀 83

64 L0000197 2 松村 陽紀 ライトテニスサークル    
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女子シングルス ５５歳以上
登録No Seed name 1R 2R 3R QF SF F

1 L0007873 1 妹尾 尚美 エリステニスクラブ 妹尾 尚美 優勝 ： 240

2 bye    妹尾 尚美 準優勝 ： 168

3 L0005942 斎藤 祐子 明治神宮外苑テニスクラブ 斎藤 祐子 80 ベスト4 ： 117

4 L0010913 佐藤 典子 立川テニスクラブ 84 妹尾 尚美 ベスト8 ： 81

5 L0011508 塚田 貴美子 大正セントラルクラブ目白 阿部 玲子 80 ベスト16 ： 56

6 L0000480 阿部 玲子 京王テニスクラブ 81 富山 千恵子 2R ： 39

7 L0009371 伊藤 芳子 Ｙ．Ｓ．Ｃ． 富山 千恵子 84 1R ： 6

8 L0005696 13～16 富山 千恵子 横浜ガーデンテニスクラブ 80 妹尾 尚美

9 L0003589 9～12 秋元 静子 神崎テニスカレッジ 秋元 静子 82

10 bye    小川 久美子

11 L0006036 柳原 貴和子 新座ローンテニスクラブ 小川 久美子 84

12 L0008775 小川 久美子 胎内ＴＡ 83 小川 久美子

13 L0010607 吉田 清美 クラブＵ・Ｔ・Ａ 古川 真弓 85

14 L0011847 古川 真弓 市が尾テニスクラブ 98(0)   古川 真弓

15 bye 原田 裕子    W.O.

16 L0002906 5～8 原田 裕子 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ    妹尾 尚美

17 L0004928 3～4 松井 キミヨ 中央区テニス連盟 松井 キミヨ 85

18 bye    松井 キミヨ

19 L0005553 三上 英子 ｋｅｅｐ　ｓｍｉｌｉｎｇ 米澤 都美江 85

20 L0004694 米澤 都美江 ライトテニスサークル 81 中山 すみ子

21 L0007150 鈴木 佐和子 ダブルライン 田原 洋子 86

22 L0012352 田原 洋子 甲子園テニスクラブ 83 中山 すみ子

23 L0008572 上田 紀子 神崎テニスカレッジ 中山 すみ子 84

24 L0007993 13～16 中山 すみ子 立川テニス倶楽部 81 関根 ちか子

25 L0012413 9～12 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 98(5)   

26 L0012693 中田 幸代 宮崎台テニスクラブ 81 北沢 陽美

27 L0003127 北沢 陽美 東宝調布テニスクラブ 北沢 陽美 98(5)   

28 L0011826 相田 玲子 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 82 関根 ちか子

29 L0007929 鈴木 友紀恵 サントピアテニスクラブ 一瀬 眞理子 97

30 L0002520 一瀬 眞理子 エストテニスクラブ    W.O. 関根 ちか子

31 bye 関根 ちか子 81 WINNER

32 L0004239 5～8 関根 ちか子 明治神宮外苑テニスクラブ    鈴木 裕美子

33 L0003715 5～8 大塚 由弥子 あさかファミール 大塚 由弥子    W.O.

34 bye    大塚 由弥子

35 L0012702 柴﨑 美樹 ＯＳＣＡＲⅡ 片山 永子 84

36 L0012475 片山 永子 ｃｌｕｂＨＩＴ 84 大塚 由弥子

37 L0018460 名尾 富士子 大正セントラルテニスクラブ目白 田中 とし子 84

38 L0005536 田中 とし子 ライトテニスサークル 85 三堀 美幸

39 L0005022 新谷 順子 目黒テニスクラブ 三堀 美幸 84

40 L0003480 9～12 三堀 美幸 足柄ローンテニスクラブ 81 幸田 喜代美

41 L0010753 13～16 林 啓子 豊島区テニス連盟 林 啓子 83

42 L0008950 市村 文子 越谷ＧＴＣ 85 金子 香

43 L0006053 金子 香 フォーティ 金子 香 84

44 L0005336 佐藤 裕美子 ダンロップスポーツクラブ仙台    W.O. 幸田 喜代美

45 L0012431 竹井 裕美 クリエイトテニスアカデミー 永沼 登久子 83

46 L0012561 永沼 登久子 アトム 86 幸田 喜代美

47 bye 幸田 喜代美 81

48 L0003400 3～4 幸田 喜代美 ダブルライン    鈴木 裕美子

49 L0003564 5～8 磐長谷 博子 明治神宮外苑テニスクラブ 磐長谷 博子 86

50 bye    磐長谷 博子

51 L0012690 野村 紀子 ＭＭＴ 永谷 勢津子 81

52 L0007843 永谷 勢津子 明治神宮外苑テニスクラブ 81 司馬 恭子

53 L0009336 佐竹 由紀 立川テニス倶楽部 中田 智子 86

54 L0009061 中田 智子 チャンステニス同好会 83 司馬 恭子

55 L0008516 長田 千佳 京王テニスクラブ 司馬 恭子 85

56 L0011518 9～12 司馬 恭子 Ｔ．Ｖｏｌｃａｎｏ 84 鈴木 裕美子

57 L0008861 13～16 藤井 澄佳 Ｆテニス 藤井 澄佳    W.O.

58 L0012266 高橋 裕子 百合が丘ファミリーテニスクラブ    W.O. 藤井 澄佳

59 L0010499 細川 知恵 名古屋グリーンテニスクラブ 細川 知恵 83

60 L0011757 岸岡 和子 立川グリーンテニスクラブ 80 鈴木 裕美子

61 L0012260 田中 孝子 成城テニスクラブ 三村 智子 86

62 L0010697 三村 智子 ガーデングリーンテニスクラブ 83 鈴木 裕美子

63 bye 鈴木 裕美子 82

64 L0010772 2 鈴木 裕美子 横浜ガーデンテニスクラブ    
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女子シングルス ６０歳以上
登録No Seed name 1R 2R 3R QF SF F

1 L0009244 1 渋谷 優子 リベラ仙台 渋谷 優子 優勝 ： 240

2 bye    渋谷 優子 準優勝 ： 168

3 L0010033 石丸 教子 明治神宮外苑テニスクラブ 石丸 教子 62 64  ベスト4 ： 117

4 L0007921 鈴木 容子 テニスガーデン　レニックス 64 67(1) 10-3 渋谷 優子 ベスト8 ： 81

5 L0008694 中村 陽子 ＴＡＩ　ＴＥＮＮＩＳ　ＳＣＨＯＯＬ 中村 陽子 46 64 10-2 ベスト16 ： 56

6 bye    古久保 マリ 2R ： 39

7 bye 古久保 マリ 62 62  1R ： 6

8 L0008828 13～16 古久保 マリ 野あざみ    渋谷 優子

9 L0005263 9～12 岡安 文子 見川フリー 岡安 文子 67(4) 75 10-5 

10 bye    村上 恵子

11 L0011313 村上 恵子 東宝調布テニスクラブ 村上 恵子 46 76(5) 10-8 

12 L0018344 柿原 すみれ 大正セントラル 62 62  松岡 真理子

13 L0011439 島田 玲子 杉並区テニス連盟 島田 玲子 62 61  

14 L0009659 宮島 靜 金子テニスクラブ 63 61  松岡 真理子

15 bye 松岡 真理子 67(6) 61 10-5 

16 L0004727 5～8 松岡 真理子 松本テニス協会    森 秀子

17 L0007910 3～4 森 秀子 荏原ＳＳＣ 森 秀子 83

18 bye    森 秀子

19 L0005695 田中 美知子 市ヶ尾テニスクラブ 田中 美知子    W.O.

20 L0006549 藤間 のり子 明治神宮外苑テニスクラブ 62 63  森 秀子

21 L0009180 清水 むつみ ジョイナス 畑尻 尚美 62 60  

22 L0001643 畑尻 尚美 神崎テニスカレッジ 62 62  佐藤 博子

23 bye 佐藤 博子 62 63  

24 L0006590 13～16 佐藤 博子 鎌倉ローンテニス倶楽部    森 秀子

25 L0004221 9～12 米岡 喜代美 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ 米岡 喜代美 63 61  

26 bye    米岡 喜代美

27 L0003078 荻原 昌子 ラポームあすなろラケットクラブ 荻原 昌子 67(4) 60 10-4 

28 L0012703 平野 由理 若林テニスクラブ    W.O. 米岡 喜代美

29 L0009647 間宮 奈穂子 むさしの村ローンテニスクラブ 間宮 奈穂子 63 64  

30 L0011893 笠原 由美子 高松ローン 62 61  斎藤 昌子

31 bye 斎藤 昌子 61 76(3)  WINNER

32 L0004968 5～8 斎藤 昌子 浦和パークテニスクラブ    森 秀子

33 L0005149 5～8 若槻 よし子 テニスガーデン　レニックス 若槻 よし子 85

34 bye    渕上 千佳子

35 L0012092 横江 孝子 瀬田テニススクール 渕上 千佳子 62 63  

36 L0009466 渕上 千佳子 石神井ローンテニスクラブ    W.O. 渕上 千佳子

37 L0002758 廣瀬 純子 明治神宮外苑テニスクラブ 斉藤 洋子 60 46 10-5 

38 L0009335 斉藤 洋子 神崎テニスカレッジ 76(2) 60  斉藤 洋子

39 bye 石川 公子 63 60  

40 L0003611 9～12 石川 公子 目黒テニスクラブ    小林 明美

41 L0012404 13～16 小林 明美 茨城レディース 小林 明美 63 62  

42 bye    小林 明美

43 L0003630 高橋 葉子 武蔵野ローンテニスクラブ 寺本 協子 63 75  

44 L0004723 寺本 協子 名古屋ローンテニス倶楽部 60 63  小林 明美

45 L0010914 東海林 祐子 立川テニス倶楽部 東海林 祐子 63 62  

46 L0011462 良 和代 関町ローンＴＣ 64 76(7)  浅田 よし子

47 bye 浅田 よし子 60 64  

48 L0008490 3～4 浅田 よし子 アクトスポーツクラブ    上原 美津枝

49 L0006676 5～8 瀬下 さつ木 ジョイナス 瀬下 さつ木 81

50 bye    瀬下 さつ木

51 L0009072 金森 和子 明治神宮外苑テニスクラブ 金森 和子 62 60  

52 L0018436 中村 八恵子 荏原ＳＳＣ 63 75  瀬下 さつ木

53 L0008472 大川 美小江 ＴＡＩ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ｓｃｈｏｏｌ 大川 美小江 64 62  

54 L0008574 小林 敬子 田柄テニスクラブ    W.O. 大川 美小江

55 bye 新谷 茂子 64 61  

56 L0006049 9～12 新谷 茂子 田園テニスクラブ    上原 美津枝

57 L0005057 13～16 榎木 敏子 富士見台テニスクラブ 榎木 敏子 64 36 10-5 

58 bye    榎木 敏子

59 bye 清水 由紀子 61 60  

60 L0011558 清水 由紀子 スウィングＴＣ    上原 美津枝

61 L0009515 安達 啓子 エバーグリーンテニスフォレスト横浜 安達 啓子 16 64 10-3 

62 吉野 章代 (株）正木企画 63 46 11-9 上原 美津枝

63 bye 上原 美津枝 63 64  

64 L0002599 2 上原 美津枝 ミナミグリーンテニスクラブ    

E1：第4回 東京都ニューイヤーベテランテニス選手権大会

ポイント一覧

試合会場：私学事業団総合運動場テニスコート



女子シングルス ６５歳以上
登録No Seed name 1R 2R 3R QF SF F

1 L0003418 1 長尾 文子 荏原ＳＳＣ 長尾 文子 優勝 ： 240

2 bye    長尾 文子 準優勝 ： 168

3 L0008519 深尾 啓子 明治神宮外苑テニスクラブ 栗山 明子 82 ベスト4 ： 117

4 L0000111 栗山 明子 センティア 80 長尾 文子 ベスト8 ： 81

5 L0009401 伊藤 由美子 東京グリーンテニスクラブ 伊藤 由美子 86 ベスト16 ： 56

6 bye    多羅尾 清子 2R ： 39

7 bye 多羅尾 清子 82 1R ： 6

8 L0001606 13～16 多羅尾 清子 高井戸ダイヤモンドＴ．Ｃ．    長尾 文子

9 L0000610 9～12 浅沼 栄子 百合ケ丘ファミリーテニスクラブ 浅沼 栄子 83

10 bye    浅沼 栄子

11 L0009112 前谷 韶子 八王子アイビーテニスクラブ 前谷 韶子 83

12 L0008868 長谷川 たか子 明治神宮外苑テニスクラブ 84 浅沼 栄子

13 L0011645 荒川 妙子 霞ヶ関テニスパーク 柴田 潤子 84

14 L0012069 柴田 潤子 田園テニスクラブ 98(5)   柳川 喜代子

15 bye 柳川 喜代子 40   RET

16 L0004899 5～8 柳川 喜代子 小平Ｔ．Ｃ    間宮 茂子

17 L0000110 3～4 北村 紀美子 すぎなテニスクラブ 北村 紀美子 83

18 bye    北村 紀美子

19 L0007545 高木 映子 武蔵野ローンテニスクラブ 高木 映子 82

20 L0009142 花田 節子 高松ローンテニスクラブ 83 北村 紀美子

21 L0009775 今井 美知子 イースタンテニスクラブ 今井 美知子 80

22 L0002759 荒木 千枝子 明治神宮外苑テニスクラブ 83 小林 のり子

23 bye 小林 のり子 98(2)   

24 L0002904 13～16 小林 のり子 神崎テニスカレッジ    間宮 茂子

25 L0009127 9～12 松井 みどり 宮崎台テニスクラブ 松井 みどり 83

26 bye    松井 みどり

27 L0006021 田代 由喜子 亀の甲山テニスクラブ 長嶋 くみ子    W.O.

28 L0008556 長嶋 くみ子 田園テニスクラブ 80 間宮 茂子

29 L0011140 横山 玲子 京王テニスクラブ 横山 玲子 82

30 L0009794 佐藤 順子 エバーグリーンＴＦ横浜    W.O. 間宮 茂子

31 bye 間宮 茂子    W.O. WINNER

32 L0000043 5～8 間宮 茂子 湘南ハンドレットテニスクラブ    間宮 茂子

33 L0005456 5～8 田辺 悦子 市ヶ尾テニスクラブ 田辺 悦子 83

34 bye    田辺 悦子

35 L0007576 高見 けい子 明治神宮外苑テニスクラブ 八尾村 純子 82

36 L0002835 八尾村 純子 田園テニス倶楽部 81 古阪 訓子

37 L0005700 松林 綾子 武蔵野ローンテニスクラブ 松林 綾子 84

38 L0009565 宮川 美和子 高松ローンテニスクラブ 82 古阪 訓子

39 bye 古阪 訓子 84

40 L0003674 9～12 古阪 訓子 蓮田グリーンテニスクラブ    藤森 三代子

41 L0005164 13～16 新沼 美智代 神崎テニスカレッジ 新沼 美智代 84

42 bye    新沼 美智代

43 L0009669 遠藤 みつえ 泉パークタウンテニスクラブ 遠藤 みつえ 86

44 L0000018 飯塚 圭子 明治神宮外苑テニスクラブ 85 藤森 三代子

45 L0006157 岡野 光子 ハロースポーツ 広原 新子 84

46 L0001657 広原 新子 立川ＴＣ 80 藤森 三代子

47 bye 藤森 三代子 80

48 L0004298 3～4 藤森 三代子 小平テニスクラブ    丹野 邦子

49 L0007884 5～8 諸江 博子 霧が丘Ｔ．Ｃ 諸江 博子 85

50 bye    諸江 博子

51 L0008392 植木 房子 和泉テニスクラブ 植木 房子 82

52 L0012265 秋間 美千 田園テニスクラブ 83 丹野 邦子

53 L0002351 永野 真里子 トキワクラブ伊豆高原 永野 真里子 84

54 L0010548 岩田 陽子 荏原ＳＳＣ 81 丹野 邦子

55 bye 丹野 邦子 86

56 L0000061 9～12 丹野 邦子 鎌倉宮カントリーＴ．Ｃ    丹野 邦子

57 L0004134 13～16 星野 令 百草テニスガーデン 星野 令 84

58 bye    佐々木 美知代

59 L0000481 与芝 薫 フォレスト 佐々木 美知代    W.O.

60 L0002623 佐々木 美知代 東京グリーンＴ．Ｃ    W.O. 中島 小波

61 L0007416 小林 ゆり子 関町ローンテニスクラブ 小林 ゆり子 80

62 L0008339 小島 益美 ゴールドベル 86 中島 小波

63 bye 中島 小波 82

64 L0001928 2 中島 小波 明治神宮外苑テニスクラブ    

E1：第4回 東京都ニューイヤーベテランテニス選手権大会

ポイント一覧



女子シングルス ７０歳以上
登録No Seed name 1R 2R QF SF F

1 L0003057 1 高橋 洋子 相模原グリーンテニスクラブ 高橋 洋子

優勝
準優勝
ベスト4

：
：
：

211
147
103

2 bye

   

高橋 洋子

ベスト8
2R
1R

：
：
：

72
49
6

3 L0008475 小泉 栄子 飯能優球人 松本 喜久代

63 64  

4 L0010283 松本 喜久代 板橋区テニス協会

60 60  

栗原 裕子

5 L0004989 萱間 三鈴 小平テニスクラブ 萱間 三鈴

75 63  

6 bye

   

栗原 裕子

7 bye 栗原 裕子

61 61  

8 L0009272 5～8 栗原 裕子 武蔵野ローンテニスクラブ

   

中山 秀子

9 L0000127 3～4 中山 秀子 明治神宮外苑テニスクラブ 中山 秀子

76(4) 61  

10 bye

   

中山 秀子

11 bye 吉谷川 純子

63 62  

12 L0007451 吉谷川 純子 千歳テニス協会

   

中山 秀子

13 L0007359 高橋 良子 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 高橋 良子

62 62  

14 bye

   

村上 久美子

15 bye 村上 久美子

60 60  

WINNER

16 L0006787 5～8 村上 久美子 大正セントラル目白

   

中山 秀子

17 L0003461 5～8 浜野 五寿美 逗子テニスクラブ 浜野 五寿美

57 63 15-13 

18 bye

   

浜野 五寿美

19 bye 柴田 一恵

64 64  

20 L0008202 柴田 一恵 明治神宮テニスクラブ

   

茨木 千恵子

21 L0012787 森原 尚子 ダブルライン 森原 尚子

36 76(7) 10-8 

22 bye

   

茨木 千恵子

23 bye 茨木 千恵子

61 63  

24 L0001188 3～4 茨木 千恵子 プロ・調布多摩川会テニススクール

   

小林 直子

25 L0003538 5～8 小林 直子 関町ローンテニスクラブ 小林 直子

61 60  

26 bye

   

小林 直子

27 bye 青戸 照子

60 62  

28 L0002859 青戸 照子 武蔵野ローンテニスクラブ

   

小林 直子

29 L0009352 尾間 利恵 高岡ロイヤルテニスクラブ 尾間 利恵

62 67(1) 10-7 

30 bye

   

冨田 登喜子

31 bye 冨田 登喜子

62 60  

32 L0000168 2 冨田 登喜子 ウェストグリーンテニスクラブ

   

E1：第4回 東京都ニューイヤーベテランテニス選手権大会

ポイント一覧

試合会場：私学事業団総合運動場テニスコート



女子シングルス ７５歳以上
登録No Seed name 1R QF SF F

1 L0000160 1 手塚 美智子 明治神宮外苑テニスクラブ 手塚 美智子

優勝：
準優勝：
ベスト4：

2R：
1R：

185
130
91
63
6

2 bye

   

手塚 美智子

3 L0012530 田渕 昭子 タチバナクラブ 田渕 昭子

84

4 L0000354 池辺 和子 札幌ローンテニスクラブ

84

稲垣 寿恵子

5 L0003445 3～4 稲垣 寿恵子 市ヶ尾テニスクラブ 稲垣 寿恵子

81

6 L0010459 三浦 彊子 荒川テニスクラブ

80

稲垣 寿恵子

7 L0000353 新藤 梢 新札幌テニスクラブ 藤平 則子

83

WINNER

8 L0007918 藤平 則子 ウェストグリーンテニスクラブ

86

稲垣 寿恵子

9 L0008902 山本 由美子 田園テニス倶楽部 茂原 絢子

82

10 L0003671 茂原 絢子 下川井テニスクラブ

82

茂原 絢子

11 bye 上田 静子

84

12 L0001499 3～4 上田 静子 明治神宮外苑テニスクラブ

   

茂原 絢子

13 L0000154 八木 幸子 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 八木 幸子

98(6)   

14 L0002491 刈屋 京子 越谷グリーンテニスクラブ

80

八木 幸子

15 bye 高橋 和子

   W.O.

16 L0009017 2 高橋 和子 武蔵野ローンテニスクラブ

   

E1：第4回 東京都ニューイヤーベテランテニス選手権大会

ポイント一覧



男子ダブルス ４０歳以上
登録No Seed name 1R SF F

1 G0018425 1 山里 徳郎 こども音育ひろばリトモ

優勝：
準優勝：
ベスト4：

1R：

163
114
80
6

G0019864 村田 智志 プロ・ＢＬＡＣＫ　ＳＯＸ 山里 徳郎 / 村田 智志

2 bye

   

bye 山里 徳郎 / 村田 智志

3 G0021257 伊藤 智弘 リーヴテニスクラブ

64 62  

G0020765 小林 秀樹 ウェルネススクエア札幌 伊藤 智弘 / 小林 秀樹

4 G0021449 鈴木 善久 稲城市テニス連盟

62 64  

WINNER

G0021597 榊原 慎吾 調布市テニス連盟 山里 徳郎 / 村田 智志

5 G0020779 伊佐 真介 ｐｄｔテニスクラブ

63 67(6) 10-7 

G0015530 佐藤 匡広 滑川ファミリースポーツクラブ 早崎 卓也 / 渡辺 雅由

6 G0020273 早崎 卓也 東京法曹テニスクラブ

06 63 10-6 

G0020645 渡辺 雅由 あわっこくらぶ 北川 薫 / 新川 雅

7 G0017022 北川 薫 味の素

64 62  

G0020087 新川 雅 ＮＴＴドコモ 北川 薫 / 新川 雅

8 G0019048 2 千鳥 貴裕 クレスト

63 63  

G0018541 伊東 誠二郎 帝人フロンティア

E1：第4回 東京都ニューイヤーベテランテニス選手権大会

ポイント一覧



男子ダブルス ４５歳以上
登録No Seed name 1R QF SF F

1 G0021026 1 高橋 優 ＮＴＴ東日本東京

G0000765 太田 茂晴 Ｌｅａｄｓ 高橋 優 / 太田 茂晴

2 bye

   

bye 高橋 優 / 太田 茂晴

3 G0019045 稲葉 武臣 中央林間テニスクラブ

61 63  

G0015086 渡部 雅人 バルヴェール 中村 文哉 / 山岸 史明

4 G0020787 中村 文哉 ナイキジャパン

62 64  

G0021617 山岸 史明 武蔵野市テニス連盟 高橋 優 / 太田 茂晴

5 G0017850 3～4 渡邊 大 緑ヶ丘テニスガーデン

76(1) 36 10-7 

G0020084 佐藤 史高 ＪＩＴＣ 渡邊 大 / 佐藤 史高

6 bye

   

bye 渡邊 大 / 佐藤 史高

7 bye

61 60  

bye 古永 浩祥 / 須崎 総一

8 G0017268 古永 浩祥 小平テニス倶楽部

   

WINNER

G0020115 須崎 総一 テニスユナイテッド 高橋 優 / 太田 茂晴

9 G0019094 大橋 孝一 アップルテニスクラブ

61 62  

G0017949 山脇 賢二 アップルＴＣ 大橋 孝一 / 山脇 賢二

10 bye

   

bye 相場 学 / 松岡 豊武

11 bye

64 62  

bye 相場 学 / 松岡 豊武

12 G0015595 3～4 相場 学 館林ローンテニスクラブ

   

G0008959 松岡 豊武 ブリヂストンスポーツ 相場 学 / 松岡 豊武

13 G0007377 土屋 陽一 京浜クラブ

57 76(4) 10-8 

G0016917 水谷 秀之 アレスマイスター 松堂 浩士 / 水野 幸治

14 G0014659 松堂 浩士 台東区テニス協会

26 61 10-8 

G0003014 水野 幸治 常磐松テニス倶楽部 長谷川 孝司 / 深沢 謙也

15 bye

63 75  

bye 長谷川 孝司 / 深沢 謙也

16 G0006368 2 長谷川 孝司 西川口テニスクラブ

   

G0015373 深沢 謙也 ウエストグリーン

ポイント一覧

優勝
準優勝
ベスト4

2R
1R

：
：
：
：
：

185
130
91
63
6

E1：第4回 東京都ニューイヤーベテランテニス選手権大会



男子ダブルス ５０歳以上
登録No Seed name 1R QF SF F

1 G0002809 1 佐藤 幸裕 Ｓ・Ｔ・Ｐ

G0017376 今井 宗丈 稲城市テニス連盟 佐藤 幸裕 / 今井 宗丈

2 bye

   

bye 佐藤 幸裕 / 今井 宗丈

3 G0021599 真中 寛 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ

62 60  

G0020649 長谷川 修 木テニ 大野 雅仁 / 水主 直人

4 G0006120 大野 雅仁 横須賀テニスクラブ

75 60  

G0014905 水主 直人 あわっこくらぶ 佐藤 幸裕 / 今井 宗丈

5 G0018048 3～4 亀山 修司 東京グリーンテニスクラブ

63 61  

G0016600 渡邊 隆典 ＲＩＺＵ 亀山 修司 / 渡邊 隆典

6 bye

   

bye 亀山 修司 / 渡邊 隆典

7 bye

46 76(2) 10-7 

bye 御代 元 / 沼尻 満男

8 G0005106 御代 元 明治神宮外苑テニスクラブ

   

WINNER

G0012384 沼尻 満男 ＪＳＰＩ 高塚 浩文 / 臼井 武士

9 G0018905 永田 美智夫 Ｌｅａｄｓ

63 26 10-7 

G0019109 佐野 芳則 稲城市テニス連盟 永田 美智夫 / 佐野 芳則

10 bye

   

bye 永田 美智夫 / 佐野 芳則

11 bye

75 67(5) 10-7 

bye 小山 鑑明 / 吉川 実

12 G0016002 3～4 小山 鑑明 テニスユナイテッド

   

G0020000 吉川 実 クラブＵＴＡ 高塚 浩文 / 臼井 武士

13 G0019603 山田 雅史 稲城市テニス連盟

63 61  

G0016352 堀内 秀一 稲門テニス倶楽部 山田 雅史 / 堀内 秀一

14 bye

   

bye 高塚 浩文 / 臼井 武士

15 bye

62 62  

bye 高塚 浩文 / 臼井 武士

16 G0017761 2 高塚 浩文 テニスプラザ戸塚

   

G0012289 臼井 武士 コナミスポーツクラブ本店

ポイント一覧

優勝
準優勝
ベスト4

2R
1R

：
：
：
：
：

185
130
91
63
6

E1：第4回 東京都ニューイヤーベテランテニス選手権大会



男子ダブルス ５５歳以上
登録No Seed name 1R SF F

1 G0019427 1 寺尾 啓二 ＣＯＳＡＮＡ

優勝：
準優勝：
ベスト4：

1R：

163
114
80
6

G0019428 服部 信明 ＣＯＳＡＮＡ 寺尾 啓二 / 服部 信明

2 G0016887 浜野 建司 ドルフィン

64 36 10-4 

G0020969 峰尾 圭一 Ｃ．Ｃ．Ｐ 土田 達 / 須永 祐司

3 G0018479 出村 敏之 ＣＬＯＶＥＲ　ＴＥＮＮＩＳ　ＡＣＡＤＥＭＹ

64 36 10-8 

G0019102 村田 善保 足立区テニス協会 土田 達 / 須永 祐司

4 G0016391 土田 達 武蔵野市テニス連盟

62 60  

WINNER

G0018418 須永 祐司 渋谷区硬式テニス連盟 奥谷 靖 / 田鍋 文啓

5 G0013829 岸田 泰尚 京王テニスクラブ

63 76(5)  

G0000377 福寿 庸 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ 岸田 泰尚 / 福寿 庸

6 G0019929 清水 博 亀の甲山テニスクラブ

   W.O.

G0021524 児島 智 亀の甲山テニスクラブ 奥谷 靖 / 田鍋 文啓

7 G0021083 井田 峰男 川崎市テニス協会チームＮ’Ｂ

76(4) 64  

G0012361 中村 和史 武蔵野ドームテニススクール 奥谷 靖 / 田鍋 文啓

8 G0014509 2 奥谷 靖 バルヴェール

76(5) 62  

G0016158 田鍋 文啓 バルヴェール

E1：第4回 東京都ニューイヤーベテランテニス選手権大会

ポイント一覧



男子ダブルス ６０歳以上
登録No Seed name 1R QF SF F

1 G0019018 1 神澤 俊介 東京ローンテニスクラブ

G0020189 倉島 英造 クラシマインターナショナルＴ．Ａ 神澤 俊介 / 倉島 英造

2 bye

   

bye 神澤 俊介 / 倉島 英造

3 G0012112 佐伯 義夫 桜台テニスクラブ

62 63  

G0009581 関 敏秀 金町テニスガーデン 佐伯 義夫 / 関 敏秀

4 G0009695 中村 祐一 松戸テニスクラブ

46 64 10-6 

G0014785 漆畑 諭樹 新座ローンテニスクラブ 神澤 俊介 / 倉島 英造

5 G0000162 3～4 竜口 博明 小平テニスクラブ

61 64  

G0011452 小倉 桂一 ブレントウッドラケットクラブ 竜口 博明 / 小倉 桂一

6 山本 俊郎 サンライズ

36 60 10-5 

G0021427 田村 守 小平テニスクラブ 竜口 博明 / 小倉 桂一

7 G0020007 田口 正弘 ラック港南台ＴＧ

63 62  

吉武 耕一郎 港南ガーデンテニスクラブ 田口 正弘 / 吉武 耕一郎

8 G0016486 菅野 孝二 茅ヶ崎ローゼテニスクラブ

   W.O.

WINNER

G0016481 日下部 聖志 茅ヶ崎ローゼＴＣ 神澤 俊介 / 倉島 英造

9 G0019907 鈴木 照雄 中央林間テニスクラブ

63 61  

G0016718 小倉 秀 ラ・フェスタ 二見 一由 / 友野 史郎

10 G0011185 二見 一由 富士見テニスクラブ

64 64  

G0020839 友野 史郎 足柄ローン 太田 和彦 / 横澤 規佐良

11 bye

64 61  

bye 太田 和彦 / 横澤 規佐良

12 G0000164 3～4 太田 和彦 成蹊テニス会

   

G0014551 横澤 規佐良 東京ローンテニスクラブ 馬 占江 / 鎌田 幸年

13 G0015623 赤毛 裕 東京都渋谷区硬式テニス連盟

61 63  

G0019927 遠藤 和美 稲城市テニス連盟 赤毛 裕 / 遠藤 和美

14 G0010519 工藤 正人 クラブＵＴＡ

60 62  

G0021077 関 好伸 杉田ゴルフ場テニスコート 馬 占江 / 鎌田 幸年

15 bye

63 62  

bye 馬 占江 / 鎌田 幸年

16 G0015453 2 馬 占江 宮村テニスセンター

   

G0000755 鎌田 幸年 小金井市テニス連盟

ポイント一覧

優勝
準優勝
ベスト4

2R
1R

：
：
：
：
：

185
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91
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6
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男子ダブルス ６５歳以上
登録No Seed name 1R 2R QF SF F

1 G0015672 1 須賀 賢司 名細テニスクラブ

G0000202 播本 裕司 上尾セントラルテニスクラブ 須賀 賢司 / 播本 裕司

2 bye    

bye 須賀 賢司 / 播本 裕司

3 G0021234 杉山 憲廣 明治神宮外苑テニスクラブ 61 64  

G0021208 松浦 英一 ブレントウッドインドアスクール 天野 安治 / 中村 英夫

4 G0016378 天野 安治 Ｙ．Ｓ．Ｃ． 60 61  

中村 英夫 高井戸ダイヤモンド 須賀 賢司 / 播本 裕司

5 G0016188 本田 嘉郎 ルネサンス鷹之台テニスクラブ 63 61  

G0017961 近藤 秀憲 総武グリーンテニスクラブ 本田 嘉郎 / 近藤 秀憲

6 bye    

bye 井上 雅幾 / 岩本 良則

7 bye 63 75  

bye 井上 雅幾 / 岩本 良則

8 G0018944 5～8 井上 雅幾 とつかテニスクラブ    

G0000923 岩本 良則 小田原ガーデンテニスクラブ 上原 久雄 / 由田 秀行

9 G0004210 3～4 上原 久雄 高松ローンテニスクラブ 57 61 10-7 

G0017375 由田 秀行 横河電機 上原 久雄 / 由田 秀行

10 bye    

bye 上原 久雄 / 由田 秀行

11 G0020537 桂 俊一 名細テニスクラブ 61 61  

G0009000 松下 好友 キャンディ 桂 俊一 / 松下 好友

12 中村 芳明 月見野テニスクラブ 75 61  

小島 勝 西武テニス 上原 久雄 / 由田 秀行

13 平野 保英 昭和の森 26 60 10-5 

深沢 悌造 八王子テニスアカデミー 平野 保英 / 深沢 悌造

14 G0016873 長島 泰治 一橋庭球倶楽部 64 64  

G0014657 佐藤 喜三郎 中野アクトテニスクラブ 平野 保英 / 深沢 悌造

15 bye 64 64  

bye 長井 信 / 三枝 猛志

16 G0016156 5～8 長井 信 下川井テニスクラブ    WINNER

G0006136 三枝 猛志 亀の甲山テニスクラブ 上原 久雄 / 由田 秀行

17 G0000159 5～8 新美 進 リバーサイドＴＣ 76(2) 36 10-1 

G0014970 中村 行男 日機装 新美 進 / 中村 行男

18 bye    

bye 青木 洋明 / 山科 律

19 G0015704 小林 紀夫 田柄テニスクラブ 26 76(5) 11-9 

G0020176 勝山 和仁 日野市テニス協会 青木 洋明 / 山科 律

20 G0007790 青木 洋明 湘南ファミリーテニスクラブ 61 62  

G0015736 山科 律 湘南ファミリーテニスクラブ 矢野 マサヒロ / 成田 周治

21 G0019528 三友 和雄 カトレアテニスガーデン鴻巣 61 67(0) 12-10 

G0021315 星 達夫 あざみ野ローン 清重 舜介 / 森下 龍三

22 G0008941 清重 舜介 明治神宮外苑テニスクラブ 64 36 10-5 

G0016950 森下 龍三 明治神宮外苑テニスクラブ 矢野 マサヒロ / 成田 周治

23 bye 60 75  

bye 矢野 マサヒロ / 成田 周治

24 G0012383 3～4 矢野 マサヒロ 小平テニスクラブ    

G0000203 成田 周治 セントマリアホスピタルテニスクラブ 矢野 マサヒロ / 成田 周治

25 G0002934 5～8 芳賀 修 アプローチＴ．Ｃ 64 60  

G0020502 高橋 隆 厚木国際テニスクラブ 芳賀 修 / 高橋 隆

26 bye    

bye 芳賀 修 / 高橋 隆

27 bye 63 61  

bye 加藤 一顕 / 鶴 達郎

28 G0016575 加藤 一顕 東宝調布Ｔ．Ｃ    

G0000177 鶴 達郎 桜台テニスクラブ 芳賀 修 / 高橋 隆

29 G0007789 村松 秀紀 湘南ファミリーテニスクラブ 64 64  

G0019605 笠原 良一 湘南ファミリーＴ／Ｃ 村松 秀紀 / 笠原 良一

30 G0014207 坂井 宣夫 ＳＫＹＴＯＮ    W.O.

G0019032 赤沼 英雄 京王テニスクラブ 石川 隆一 / 谷口 幸一郎

31 bye 61 63  

bye 石川 隆一 / 谷口 幸一郎

32 G0014050 2 石川 隆一 横浜ガーデンテニスクラブ    

G0006179 谷口 幸一郎 森の里テニスクラブ

ベスト8
2R
1R

：
：
：
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49
6
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男子ダブルス ７０歳以上
登録No Seed name 1R 2R QF SF F

1 G0010320 1 中田 弘 足立区テニス協会

G0013735 酒井 国雄 立川グリーンテニスクラブ 中田 弘 / 酒井 国雄

2 bye    

bye 中田 弘 / 酒井 国雄

3 G0011987 梅澤 健男 武蔵野ローンテニスクラブ 64 75  

G0020998 田中 建夫 庭球　三田会 中川 洋三 / 星井 眞

4 G0015601 中川 洋三 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 64 46 10-4 

G0020033 星井 眞 鎌倉宮カントリーＴ．Ｃ 中田 弘 / 酒井 国雄

5 G0014908 山内 志朗 船橋さくらテニスクラブ 60 61  

剣持 隆 セントラルテニスクラブ 山内 志朗 / 剣持 隆

6 bye    

bye 水田 浩 / 本村 陽一

7 bye 62 62  

bye 水田 浩 / 本村 陽一

8 G0003013 5～8 水田 浩 殿山テニスガーデン    

G0015720 本村 陽一 水郷インドアテニスアカデミー 山田 忠利 / 田口 正樹

9 G0002060 3～4 山田 忠利 小平テニス倶楽部 46 64 10-8 

G0000075 田口 正樹 金町テニスガーデン 山田 忠利 / 田口 正樹

10 bye    

bye 山田 忠利 / 田口 正樹

11 bye 64 61  

bye 篠崎 明毅 / 吉川 隆彦

12 G0017100 篠崎 明毅 百合ヶ丘ファミリーテニスクラブ    

G0013700 吉川 隆彦 武蔵野ローンテニスクラブ 山田 忠利 / 田口 正樹

13 G0019006 橋本 義範 日本郵政グループ 75 64  

G0020492 小堺 信嘉 東京都ＴＡ 橋本 義範 / 小堺 信嘉

14 bye    

bye 福田 和彦 / 佐藤 雅之

15 bye 63 76(3)  

bye 福田 和彦 / 佐藤 雅之

16 G0012338 5～8 福田 和彦 リトルプリンステニスクラブ    WINNER

G0000106 佐藤 雅之 アプリテニスクラブ 柳川 嘉夫 / 桐原 清徳

17 G0007658 5～8 田代 哲夫 チームオクヤマ 36 61 10-7 

G0014726 金谷 賢光 足柄ローンテニスクラブ 田代 哲夫 / 金谷 賢光

18 bye    

bye 田代 哲夫 / 金谷 賢光

19 bye 46 60 10-4 

bye 斉藤 征隆 / 石橋 富士男

20 G0006241 斉藤 征隆 立川グリーンテニスクラブ    

G0012611 石橋 富士男 立川テニスクラブ 山下 昭男 / 飛鳥井 光治

21 G0007079 淀川 勝男 三菱重工業 64 62  

G0018321 田畑 昭雄 成城スクエアテニスクラブ 淀川 勝男 / 田畑 昭雄

22 bye    

bye 山下 昭男 / 飛鳥井 光治

23 bye 63 75  

bye 山下 昭男 / 飛鳥井 光治

24 G0018124 3～4 山下 昭男 三菱化工機    

G0018411 飛鳥井 光治 厚木市テニス協会 柳川 嘉夫 / 桐原 清徳

25 G0021087 5～8 伊藤 孝行 船橋さくらテニスクラブ 63 75  

G0014172 澤村 孝之 船橋さくらテニスクラブ 伊藤 孝行 / 澤村 孝之

26 bye    

bye 小野 隆夫 / 山田 稔

27 bye 64 62  

bye 小野 隆夫 / 山田 稔

28 G0020672 小野 隆夫 千葉田園テニスクラブ    

G0017625 山田 稔 鎌ヶ谷ひかりテニスクラブ 柳川 嘉夫 / 桐原 清徳

29 G0000086 輪湖 晃 アドバンテージテニスクラブ 61 64  

G0014983 林 茂久 セントマリアホスピタルテニスクラブ 輪湖 晃 / 林 茂久

30 bye    

bye 柳川 嘉夫 / 桐原 清徳

31 bye 60 64  

bye 柳川 嘉夫 / 桐原 清徳

32 G0011013 2 柳川 嘉夫 小平Ｔ．Ｃ    

G0012254 桐原 清徳 和泉テニスクラブ

ベスト8
2R
1R

：
：
：

72
49
6

E1：第4回 東京都ニューイヤーベテランテニス選手権大会

ポイント一覧
優勝

準優勝
ベスト4

：
：
：

211
147
103



男子ダブルス ７５歳以上
登録No Seed name 1R 2R QF SF F

1 G0007437 1 高田 俊彦 川崎テニスクラブ

G0000419 磯田 憲佑 フェニックススポーツ 高田 俊彦 / 磯田 憲佑

2 bye    

bye 高田 俊彦 / 磯田 憲佑

3 G0005233 新倉 克彦 明治神宮外苑テニスクラブ 64 64  

G0021553 矢野 達男 立川グリーンテニス 新倉 克彦 / 矢野 達男

4 G0017760 万田 勝彦 八王子アイビーテニスクラブ 75 76(5)  

G0014249 藤本 貴久 八王子アイビーテニスクラブ 宮川 光弘 / 伊藤 春生

5 G0019098 吉田 朋正 茨城県シニアテニス連盟 61 64  

G0021247 久本 泰秀 小金原テニスクラブ 吉田 朋正 / 久本 泰秀

6 bye    

bye 宮川 光弘 / 伊藤 春生

7 bye 61 62  

bye 宮川 光弘 / 伊藤 春生

8 G0000105 5～8 宮川 光弘 小平テニスクラブ    

G0000433 伊藤 春生 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 宮川 光弘 / 伊藤 春生

9 G0000051 3～4 有本 広見 明治神宮外苑テニスクラブ 46 64 11-9 

G0000104 瀧口 勝 三菱化学 有本 広見 / 瀧口 勝

10 bye    

bye 有本 広見 / 瀧口 勝

11 bye 61 60  

bye 北川 四郎 / 平野 健

12 G0009208 北川 四郎 武蔵野ローンテニスクラブ    

G0000054 平野 健 鎌倉ローンテニスクラブ 有本 広見 / 瀧口 勝

13 G0021008 堀江 秀基 横浜ガーデンテニスクラブ 62 62  

G0021002 金尾 信之 横浜ガーデンテニスクラブ 堀江 秀基 / 金尾 信之

14 bye    

bye 高橋 敏雄 / 塩沢 清和

15 bye 63 61  

bye 高橋 敏雄 / 塩沢 清和

16 G0011089 5～8 高橋 敏雄 成城スクエアテニスクラブ    WINNER

G0011114 塩沢 清和 成城スクエアＴＣ 宮崎 恒雄 / 河内 常一

17 G0002599 5～8 梅沢 洋二 月見野ローンテニスクラブ 85

G0017062 関川 八郎 日高台テニスクラブ 梅沢 洋二 / 関川 八郎

18 bye    

bye 有本 誠一郎 / 木下 正利

19 bye 61 62  

bye 有本 誠一郎 / 木下 正利

20 G0009020 有本 誠一郎 鎌倉ローンテニス倶楽部    

G0014724 木下 正利 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 有本 誠一郎 / 木下 正利

21 G0014665 津村 智一郎 武蔵野ローンテニスクラブ 61 26 10-7 

G0014683 梶田 靖治 武蔵野ローンテニスクラブ 津村 智一郎 / 梶田 靖治

22 bye    

bye 津村 智一郎 / 梶田 靖治

23 bye 76(4) 26 10-6 

bye 東 恭平 / 猪熊 研二

24 G0002530 3～4 東 恭平 成城スクエアテニスクラブ    

G0004373 猪熊 研二 東京ローンテニスクラブ 宮崎 恒雄 / 河内 常一

25 G0018564 5～8 出浦 伸之助 殿山テニスガーデン 63 57 11-9 

G0017156 寺尾 和芳 千葉田園テニスクラブ 出浦 伸之助 / 寺尾 和芳

26 bye    

bye 出浦 伸之助 / 寺尾 和芳

27 bye 63 36 10-7 

bye 森 健 / 池上 良幸

28 G0012271 森 健 小平テニスクラブ    

G0000005 池上 良幸 小平テニスクラブ 宮崎 恒雄 / 河内 常一

29 G0016592 河野 晶二郎 クラブＵ．Ｔ．Ａ． 60 61  

G0009221 上平 清 相模原スポーツガーデン 柿原 健一郎 / 西 淳二

30 G0021027 柿原 健一郎 赤門テニスクラブ 63 75  

G0012818 西 淳二 成城スクエアテニスクラブ 宮崎 恒雄 / 河内 常一

31 bye 62 63  

bye 宮崎 恒雄 / 河内 常一

32 G0014766 2 宮崎 恒雄 名細テニスクラブ    

G0015810 河内 常一 名細テニスクラブ
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男子ダブルス ８０歳以上
登録No Seed name 1R SF F

1 G0000014 1 高瀬 健二 川崎テニスクラブ

優勝：
準優勝：
ベスト4：

1R：

163
114
80
6

G0000028 渡辺 聰 川崎テニスクラブ 高瀬 健二 / 渡辺 聰

2 bye

   

bye 高瀬 健二 / 渡辺 聰

3 G0013799 大熊 秋治 ゴールドベル

63 76(6)  

G0010289 縄田 清 平山台テニスクラブ 勝田 茂 / 辻田 裕司

4 G0000033 勝田 茂 サンスポーツテニスクラブ

60 60  

WINNER

G0004474 辻田 裕司 新座ローンテニスクラブ 高瀬 健二 / 渡辺 聰

5 G0000405 久武 安雄 湘南ローンテニスクラブ

85

G0000001 南 操二 市ヶ尾テニスクラブ 久武 安雄 / 南 操二

6 bye

   

bye 佐藤 暢芳 / 大峠 昌功

7 bye

64 64  

bye 佐藤 暢芳 / 大峠 昌功

8 G0010532 2 佐藤 暢芳 茨城県シニアテニス連盟

   

G0013722 大峠 昌功 フォールート

E1：第4回 東京都ニューイヤーベテランテニス選手権大会

ポイント一覧



女子ダブルス ４０歳以上
登録No Seed name 1R SF F

1 L0012338 1 三田村 恵 インドアテニスセンターウイング

優勝：
準優勝：
ベスト4：

1R：

163
114
80
6

L0010589 青木 奈央 ＩＨＳＭアリーナ 三田村 恵 / 青木 奈央

2 bye

   

bye 高橋 えみ子 / 鎌田 桂子

3 L0008521 高橋 えみ子 テニスプロジェクト

   W.O.

L0009479 鎌田 桂子 ＴＰＰ 高橋 えみ子 / 鎌田 桂子

4 辰野 和美 大田区テニス連盟

81

WINNER

齋藤 香織 府中市庭球連盟 高橋 えみ子 / 鎌田 桂子

5 L0011455 福島 みち子 エリステニスクラブ

84

L0011816 吉川 真理 イースタンテニススクール 宮下 亜紀子 / 米原 恵子

6 L0011900 宮下 亜紀子 上福岡テニスガーデン

   W.O.

L0011403 米原 恵子 ブリヂストンテニスハウス新所沢 宮下 亜紀子 / 米原 恵子

7 L0012271 岩下 江里 JITC

84

L0012013 中島 有香子 東宝調布テニスクラブ 上田 暁子 / 堤田 久美子

8 L0012397 2 上田 暁子 ＣＳＪ

98(7)   

堤田 久美子 ちはや牧場

E1：第4回 東京都ニューイヤーベテランテニス選手権大会

ポイント一覧



女子ダブルス ４５歳以上
登録No Seed name 1R 2R QF SF F

1 L0009617 1 佐藤 千枝 テニスユナイテッド

L0009616 田村 豊美 ＴＰＰ 佐藤 千枝 / 田村 豊美

2 bye    

bye 佐藤 千枝 / 田村 豊美

3 L0012756 齊藤 昌美 茨城レディース 83

石川 雅代 マスガイア 齊藤 昌美 / 石川 雅代

4 L0012048 幸田 和子 立野ローン 85

L0010622 因藤 富美子 中野区テニス連盟 佐藤 千枝 / 田村 豊美

5 L0011208 倉掛 順子 チームオクヤマ 81

L0009133 藤澤 靖子 中野区テニス連盟 倉掛 順子 / 藤澤 靖子

6 bye    

bye 倉掛 順子 / 藤澤 靖子

7 bye 83

bye 勝原 美香 / 池田 千奈津

8 L0010538 5～8 勝原 美香 コートピア大泉Ｔ．Ｃ    

L0012411 池田 千奈津 ヤナギ 井上 昌美 / 加藤 みどり

9 L0012243 3～4 井上 昌美 東宝調布Ｔ．Ｃ 83

L0010097 加藤 みどり 横浜スポーツマンクラブ 井上 昌美 / 加藤 みどり

10 bye    

bye 井上 昌美 / 加藤 みどり

11 bye 85

bye 加藤 尚子 / 谷 純子

12 L0008728 加藤 尚子 タウンテニス大泉学園    

L0011387 谷 純子 吉田記念 井上 昌美 / 加藤 みどり

13 L0018454 中 容美 ウィッシュ 86

瀧川 友美 テニスユナイテッド 中 容美 / 瀧川 友美

14 bye    

bye 中 容美 / 瀧川 友美

15 bye 86

bye 嶋津 和恵 / 田葉 聡子

16 L0008980 5～8 嶋津 和恵 Ｔ．Ｆ．Ｃ    WINNER

L0012755 田葉 聡子 スプリング 井上 昌美 / 加藤 みどり

17 L0010005 5～8 戸谷 敦子 ジュエインドアテニス 84

L0009049 小俣 千佳 ＢＩＧ　ＴＨＩＮＫ 戸谷 敦子 / 小俣 千佳

18 bye    

bye 長谷川 昌枝 / 太田 美和

19 bye 84

bye 長谷川 昌枝 / 太田 美和

20 L0011524 長谷川 昌枝 Ｌｅａｄｓ    

太田 美和 Leads 会田 明子 / 佐野 雅子

21 L0012667 神保 美保子 テニスユナイテッド 81

L0011015 中村 晶子 ローリープランニングＴＣ 神保 美保子 / 中村 晶子

22 bye    

bye 会田 明子 / 佐野 雅子

23 bye 85

bye 会田 明子 / 佐野 雅子

24 L0010998 3～4 会田 明子 スカイブルー    

L0011021 佐野 雅子 西東京市硬式テニス協会 会田 明子 / 佐野 雅子

25 L0012568 5～8 奥谷 弘子 市が尾テニスクラブ 86

L0011377 千葉 有希 ロイヤルＳＣテニスクラブ 奥谷 弘子 / 千葉 有希

26 bye    

bye 水野 直子 / 中村 雅子

27 bye 86

bye 水野 直子 / 中村 雅子

28 L0009287 水野 直子 田園テニス倶楽部    

L0012328 中村 雅子 あざみ野Ｌ．Ｔ．Ｃ 吉竹 まゆみ / 宮井 恵美

29 L0012349 細川 薫 神崎テニスカレッジ 81

L0012362 八木沢 勢子 東宝調布テニスクラブ 細川 薫 / 八木沢 勢子

30 bye    

bye 吉竹 まゆみ / 宮井 恵美

31 bye 84

bye 吉竹 まゆみ / 宮井 恵美

32 L0010997 2 吉竹 まゆみ Ｊ・ＳＴＡＰ    

L0009062 宮井 恵美 上尾セントラル

ベスト8
2R
1R

：
：
：

72
49
6

E1：第4回 東京都ニューイヤーベテランテニス選手権大会

ポイント一覧
優勝

準優勝
ベスト4

：
：
：

211
147
103



登録No Seed name 1R 2R 3R QF SF

1 L0006833 1 中島 ちえ子 ウィッシュ 優勝 ： 240

L0008497 浅羽 恭子 ヤナギ 中島 ちえ子 / 浅羽 恭子 準優勝 ： 168

2 bye    ベスト4 ： 117

bye 中島 ちえ子 / 浅羽 恭子 ベスト8 ： 81

3 L0008486 福永 英子 ミタカテニスクラブ 82 ベスト16 ： 56

池田 恵子 湘南ファミリーテニスクラブ 福永 英子 / 池田 恵子 2R ： 39

4 L0010616 丸岡 恵理 高松ローンテニスクラブ 80 1R ： 6

L0006561 桂木 優子 高松ローンテニスクラブ 中島 ちえ子 / 浅羽 恭子

5 L0010627 萩生田 亜友美 相模原グリーンテニスクラブ 82

L0010748 佐々木 昇子 相模原グリーンテニスクラブ 萩生田 亜友美 / 佐々木 昇子

6 L0012374 西田 ひろ子 京王テニスクラブ 82

L0012368 黒田 貴子 京王テニスクラブ 川上 真帆子 / 長谷川 弘子

7 bye 86

bye 川上 真帆子 / 長谷川 弘子

8 L0011902 13～16 川上 真帆子 ウィッシュ    

L0011901 長谷川 弘子 ウィッシュ 中島 ちえ子 / 浅羽 恭子

9 L0010336 9～12 大槻 由里子 ウィッシュ 82

L0007198 森岡 澄代 サントピアテニスクラブ 大槻 由里子 / 森岡 澄代

10 bye    

bye 福山 博子 / 土山 智子

11 L0011547 福山 博子 高井戸ダイヤモンド 80

L0012700 土山 智子 杉並区テニス連盟 福山 博子 / 土山 智子

12 L0009448 飯塚 敏子 瀬田テニススクール 82

L0008981 岩崎 玲子 目黒テニスクラブ 三木 真美 / 清水 志津子

13 木村 正美 江戸川区テニス連盟 82

嘉山 和子 江戸川区テニス連盟 木村 正美 / 嘉山 和子

14 L0011834 尾藤 和子 Ｙ．Ｓ．Ｃ 83

L0012433 瀬川 逸子 市ヶ尾テニスクラブ 三木 真美 / 清水 志津子

15 bye 84

bye 三木 真美 / 清水 志津子

16 L0008567 5～8 三木 真美 サントピアテニスクラブ    A

L0009071 清水 志津子 サントピアテニスクラブ 斉藤 綾子 / 小山 結子

17 L0012110 3～4 後藤 淳子 たちかわジュニアテニスアカデミー 86

L0008495 橋場 治子 明治神宮外苑テニスクラブ 後藤 淳子 / 橋場 治子

18 bye    

bye 後藤 淳子 / 橋場 治子

19 L0018450 佐藤 真由美 POTA 81

L0010519 関 雄子 テニスユナイテッド 佐藤 真由美 / 関 雄子

20 L0009077 境野 勝代 グリーンパークテニス 84

L0011591 篠田 由樹子 あさきテニスクラブ 後藤 淳子 / 橋場 治子

21 泉 文子 東宝調布テニスクラブ    W.O.

藤田 弘美 稲城市テニス連盟 藤本 千絵 / 川井 理恵

22 L0012603 藤本 千絵 相模原グリーンテニスクラブ 83

L0005301 川井 理恵 相模原グリーンテニスクラブ 田所 照美 / 石川 智子

23 bye 85

bye 田所 照美 / 石川 智子

24 L0007241 13～16 田所 照美 立川ＴＣ    

L0011844 石川 智子 Ｌｅａｄｓ 斉藤 綾子 / 小山 結子

25 L0008770 9～12 斉藤 綾子 松戸市テニス協会 82

L0009069 小山 結子 ＪＳＳ松戸テニスアリーナ 斉藤 綾子 / 小山 結子

26 bye    

bye 斉藤 綾子 / 小山 結子

27 L0006042 土生 美知 日野市テニス協会 81

L0012253 水村 規代 すぎなテニスクラブ 土生 美知 / 水村 規代

28 L0008794 神山 邦子 明治神宮外苑ＴＣ 84

L0011807 田邉 麻里子 明治神宮外苑テニスクラブ 斉藤 綾子 / 小山 結子

29 L0009289 星 康子 テニスプロジェクト 86

鈴木 順子 (株）正木企画 黒田 穂波 / 宇野 和子

30 L0010784 黒田 穂波 スプリング 84

宇野 和子 取手テニスクラブ 山谷 優子 / 山田 留美子 F

31 bye 84

bye 山谷 優子 / 山田 留美子

32 L0003577 5～8 山谷 優子 東宝調布テニスクラブ    

L0010316 山田 留美子 東宝調布

E1：第4回 東京都ニューイヤーベテランテニス選手権大会

WINNER
斉藤 綾子 / 小山 結子 斉藤 綾子 / 小山 結子

土岐田 直美 / 高見澤 昌代 85

ポイント一覧

女子ダブルス ５０歳以上



登録No Seed name 1R 2R 3R QF SF

E1：第4回 東京都ニューイヤーベテランテニス選手権大会

ポイント一覧

女子ダブルス ５０歳以上

33 L0007015 5～8 市川 哲美 高松ローンテニスクラブ 優勝 ： 240

L0007989 澤野 美央子 明治神宮外苑テニスクラブ 市川 哲美 / 澤野 美央子 準優勝 ： 168

34 bye    ベスト4 ： 117

bye 市川 哲美 / 澤野 美央子 ベスト8 ： 81

35 L0011617 増田 由香 東宝調布 98(6)   ベスト16 ： 56

L0011379 前田 景子 神崎テニスカレッジ 増田 由香 / 前田 景子 2R ： 39

36 L0007831 杉本 舞子 アシニス 83 1R ： 6

L0010744 高橋 愉香 アピアインドアテニスクラブ 土岐田 直美 / 高見澤 昌代

37 L0010359 堀口 真由美 Ｓ・Ｔ・Ｐ 85

岩本 美智子 スノーウインド 朝野 美奈子 / 二村 光代

38 L0008853 朝野 美奈子 京王テニスクラブ 82

L0012464 二村 光代 京王テニスクラブ 土岐田 直美 / 高見澤 昌代

39 bye 83

bye 土岐田 直美 / 高見澤 昌代

40 L0011390 9～12 土岐田 直美 相模原グリーンテニスクラブ    

L0012618 高見澤 昌代 亀の甲山テニスクラブ 土岐田 直美 / 高見澤 昌代

41 L0012715 13～16 吉原 紀美 日野テニス協会 84

L0006292 荒川 まゆみ 日野市テニス協会 吉原 紀美 / 荒川 まゆみ

42 bye    

bye 吉原 紀美 / 荒川 まゆみ

43 L0009037 難波 明子 町田ローンテニスクラブ 83

L0012425 篠原 希子 東宝調布テニスクラブ 難波 明子 / 篠原 希子

44 L0012668 松田 財永巳 ｗｉｔｈ    W.O.

L0010988 小崎 恵美 ＰＣＡ 蝦澤 一子 / 長島 恵理子

45 L0010992 田中 恵子 桜台テニスクラブ 84

L0010618 堀野 美奈子 桜台テニスクラブ 油屋 文子 / 藤井 洋子

46 油屋 文子 クラブUTA 83

L0008617 藤井 洋子 クレールインドアテニススクール 蝦澤 一子 / 長島 恵理子

47 bye 80

bye 蝦澤 一子 / 長島 恵理子

48 L0009226 3～4 蝦澤 一子 サークル・Ｍ    B

L0010915 長島 恵理子 明治神宮外苑ＴＣ 土岐田 直美 / 高見澤 昌代

49 L0006066 5～8 清水 由美子 アップルテニスクラブ 98(4)   

L0008643 杉山 美奈子 月見野Ｌ．Ｔ．Ｃ 清水 由美子 / 杉山 美奈子

50 bye    

bye 笈川 美佳 / 森満 葉子

51 L0009989 笈川 美佳 ＳＰＴＣ    W.O.

L0009722 森満 葉子 松戸市テニス協会 笈川 美佳 / 森満 葉子

52 L0011921 笠井 紫乃 東宝調布テニスクラブ 84

L0018346 立谷 輝美 相模原グリーンテニスクラブ 御代 左絵子 / 鈴木 巳季

53 L0011903 福山 葉子 ウィッシュ 83

L0011907 藤田 順子 ウィッシュ 浅田 保子 / 江本 智子

54 L0012628 浅田 保子 ヤナギＴＳ 82

L0012821 江本 智子 中野アクトテニスクラブ 御代 左絵子 / 鈴木 巳季

55 bye 83

bye 御代 左絵子 / 鈴木 巳季

56 L0012239 9～12 御代 左絵子 ＪＳＳアリーナ松戸    

L0011811 鈴木 巳季 江戸川区テニス連盟 雨川 あふみ / 山川 恵

57 L0011608 13～16 清水 真弓 高洲テニスクラブ 83

L0012111 八田 圭子 船橋さくらＴＣ 清水 真弓 / 八田 圭子

58 bye    

bye 清水 真弓 / 八田 圭子

59 L0011589 黒田 由美 八王子市テニス連盟 82

吉川 芳美 ライジング 大薮 宜子 / 冨田 紀子

60 L0011441 大薮 宜子 関町ローンＴＣ 86

L0018358 冨田 紀子 関町ローンテニスクラブ 雨川 あふみ / 山川 恵

61 L0009761 須藤 薫 稲毛フラワーテニスクラブ 97

L0010052 野澤 いづみ ＳＰＴＣ 須藤 薫 / 野澤 いづみ

62 L0011760 村田 理恵 Ｔｅａｍ　Ｉ＇ｚ 81

L0012713 前田 和代 中野区テニス連盟 雨川 あふみ / 山川 恵

63 bye 85

bye 雨川 あふみ / 山川 恵

64 L0004260 2 雨川 あふみ 高松ローンテニスクラブ    

L0004265 山川 恵 フミヤスポーツ



登録No Seed name 1R 2R 3R QF SF

1 L0004360 1 青木 明美 Ｙ．Ｓ．Ｃ． 優勝 ： 240

L0003715 大塚 由弥子 あさかファミール 青木 明美 / 大塚 由弥子 準優勝 ： 168

2 bye    ベスト4 ： 117

bye 青木 明美 / 大塚 由弥子 ベスト8 ： 81

3 L0003514 小泉 節子 ウィッシュ 84 ベスト16 ： 56

L0011442 濱本 良子 高松ローンテニスクラブ 山田 博子 / 屋敷 純子 2R ： 39

4 L0004984 山田 博子 東宝調布 85 1R ： 6

L0008653 屋敷 純子 Ｙ．Ｓ．Ｃ． 加藤 晴美 / 三橋 映子

5 L0008422 東 純子 横浜ガーデンテニスクラブ 84

L0010884 渡部 妙子 大田区テニス連盟 松井 キミヨ / 古藤 まり

6 L0004928 松井 キミヨ 中央区テニス連盟 86

L0008944 古藤 まり サントピアテニスクラブ 加藤 晴美 / 三橋 映子

7 L0012194 斎藤 るみ子 ナイスボレー 83

L0009182 梅谷 範子 Ｂ－ｓｍｉｌｅ 加藤 晴美 / 三橋 映子

8 L0009375 13～16 加藤 晴美 東宝調布テニスクラブ 84

L0007467 三橋 映子 ウィッシュ 中山 すみ子 / 吉澤 晴美

9 L0007993 9～12 中山 すみ子 立川テニス倶楽部 97

L0010561 吉澤 晴美 西東京市硬式テニス協会 中山 すみ子 / 吉澤 晴美

10 L0007150 鈴木 佐和子 ダブルライン 82

L0005022 新谷 順子 目黒テニスクラブ 中山 すみ子 / 吉澤 晴美

11 永井 とも子 相模原グリーンテニスクラブ 83

L0002878 岡田 禮子 相模原グリーンテニスクラブ 中嶋 裕子 / 鈴木 邦子

12 L0005133 中嶋 裕子 明治神宮外苑テニスクラブ    W.O.

L0011248 鈴木 邦子 中央区テニス連盟 中山 すみ子 / 吉澤 晴美

13 L0011339 安村 直美 西東京市硬式テニス協会 84

L0011623 近本 育美 小金井テニス連盟 関口 美幸 / 平松 陽子

14 L0005565 関口 美幸 相模原グリーンテニスクラブ 97

L0002790 平松 陽子 相模原グリーンテニスクラブ 峰岸 寿真子 / 伊藤 芳子

15 bye 85

bye 峰岸 寿真子 / 伊藤 芳子

16 L0008342 5～8 峰岸 寿真子 京王テニスクラブ    A

L0009371 伊藤 芳子 Ｙ．Ｓ．Ｃ． 妹尾 尚美 / 青松 清子

17 L0007873 3～4 妹尾 尚美 エリステニスクラブ 84

L0011668 青松 清子 てる設計ＴＣ 妹尾 尚美 / 青松 清子

18 bye    

bye 妹尾 尚美 / 青松 清子

19 L0012095 大島 敬子 東宝調布テニスクラブ 83

L0009463 湯澤 直美 東宝調布テニスクラブ 杉山 由紀子 / 白幡 明子

20 L0018347 杉山 由紀子 ＪＩＴＣ 84

白幡 明子 五大テニスカレッジ 妹尾 尚美 / 青松 清子

21 L0003667 平井 洋子 アシニス 82

L0011437 加藤 桂子 京王テニスクラブ 平井 洋子 / 加藤 桂子

22 L0005696 富山 千恵子 横浜ガーデンテニスクラブ 81

L0005105 稲本 カオル 名古屋ローンテニス倶楽部 平井 洋子 / 加藤 桂子

23 L0012049 稲葉 雪枝 立野ＬＴＣ 98(3)   

L0008270 飯島 敦子 立野ローンＴＣ 町田 典子 / 荻原 里美

24 L0005008 13～16 町田 典子 目黒テニスクラブ 80

L0009538 荻原 里美 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ 妹尾 尚美 / 青松 清子

25 L0003127 9～12 北沢 陽美 東宝調布テニスクラブ 84

L0008467 板橋 千鳥 双実ＴＣ 北沢 陽美 / 板橋 千鳥

26 bye    

bye 北沢 陽美 / 板橋 千鳥

27 L0003607 麻生 美江子 京王テニスクラブ 85

L0009130 高地 しおり 京王テニスクラブ 塩澤 しのぶ / 渡辺 孝子

28 L0004987 塩澤 しのぶ あたごテニスクラブ 84

L0012026 渡辺 孝子 あたごテニスクラブ 岡 三恵子 / 邊見 つえ子

29 L0011741 岡本 由季子 練馬区テニス協会 85

L0011978 高橋 和子 板橋区テニス協会 岡本 由季子 / 高橋 和子

30 L0003489 植松 保子 テニスユナイテッド 98(3)   

L0003225 田中 久子 保谷ロイヤルテニスクラブ 岡 三恵子 / 邊見 つえ子 F

31 bye 80

bye 岡 三恵子 / 邊見 つえ子

32 L0006109 5～8 岡 三恵子 あたごテニスクラブ    

L0002879 邊見 つえ子 リトルプリンステニスクラブ

E1：第4回 東京都ニューイヤーベテランテニス選手権大会

WINNER
妹尾 尚美 / 青松 清子 若生 浩子 / 須藤 晶子

若生 浩子 / 須藤 晶子 83

ポイント一覧

女子ダブルス ５５歳以上



登録No Seed name 1R 2R 3R QF SF

E1：第4回 東京都ニューイヤーベテランテニス選手権大会

ポイント一覧

女子ダブルス ５５歳以上

33 L0010772 5～8 鈴木 裕美子 横浜ガーデンテニスクラブ 優勝 ： 240

L0011303 高島 日出子 あさきテニスクラブ 鈴木 裕美子 / 高島 日出子 準優勝 ： 168

34 bye    ベスト4 ： 117

bye 若生 浩子 / 須藤 晶子 ベスト8 ： 81

35 L0012258 篠原 秀美 東宝調布テニスクラブ 83 ベスト16 ： 56

L0004940 蓮沼 敦子 東宝調布Ｔ．Ｃ 若生 浩子 / 須藤 晶子 2R ： 39

36 L0008546 若生 浩子 ＲＪ 83 1R ： 6

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

37 L0012449 小須田 玲子 足立区テニス協会 98(3)   

L0011582 赤城 左絵 立野ＬＴＣ 小須田 玲子 / 赤城 左絵

38 L0009716 門脇 治絵子 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ 83

L0011250 藤谷 裕江 中央区テニス連盟 小須田 玲子 / 赤城 左絵

39 L0012692 橋上 玲子 関町ローン 84

L0012336 吉田 ともえ 高松ローンＴＣ 秋元 静子 / 河上 裕子

40 L0003589 9～12 秋元 静子 神崎テニスカレッジ 81

L0009029 河上 裕子 フソウテニスクラブ 若生 浩子 / 須藤 晶子

41 L0010697 13～16 三村 智子 ガーデングリーンテニスクラブ 86

L0003400 幸田 喜代美 ダブルライン 三村 智子 / 幸田 喜代美

42 L0009547 須田 晶子 関町ローンテニスクラブ 86

L0012228 小野 満里子 レディメイツ 三村 智子 / 幸田 喜代美

43 L0010667 漆畑 恵美子 西東京スポーツセンター 83

L0012768 斉藤 茂子 東久留米市民 漆畑 恵美子 / 斉藤 茂子

44 L0012080 鹿子島 孝子 中央林間テニスクラブ 97

L0012078 碓井 紀子 中央林間テニスクラブ 和田 貴美子 / 鷲田 裕子

45 相川 良子 東宝調布テニスクラブ 84

目黒 妃佐子 立川ルーデンステニスクラブ 相川 良子 / 目黒 妃佐子

46 L0005877 中村 美佐子 ＯＴＳ 82

L0006470 長井 美奈子 ＯＴＳ 和田 貴美子 / 鷲田 裕子

47 bye 85

bye 和田 貴美子 / 鷲田 裕子

48 L0011200 3～4 和田 貴美子 東宝調布Ｔ．Ｃ    B

L0009469 鷲田 裕子 テニスプロジェクト 若生 浩子 / 須藤 晶子

49 L0008861 5～8 藤井 澄佳 Ｆテニス 84

L0008481 貫井 明美 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 藤井 澄佳 / 貫井 明美

50 bye    

bye 福島 桂子 / 青木 通代

51 L0011847 古川 真弓 市が尾テニスクラブ 85

L0007893 川島 すえ子 田園テニスクラブ 福島 桂子 / 青木 通代

52 L0004238 福島 桂子 中央区テニス連盟 80

L0010973 青木 通代 スポ－ツラーニング 中田 美衣子 / 鳴嶋 正枝

53 L0012634 大久保 由美子 ナイスボレー 85

大橋 好子 エトック 中田 美衣子 / 鳴嶋 正枝

54 L0012685 中田 美衣子 立川ＴＣ 85

L0006015 鳴嶋 正枝 立川テニス倶楽部 中田 美衣子 / 鳴嶋 正枝

55 bye 97

bye 杉本 久見子 / 高橋 隆子

56 L0009629 9～12 杉本 久見子 高松ローンテニスクラブ    

L0009615 高橋 隆子 板橋区テニス協会 三浦 洋子 / 坂爪 京子

57 L0008096 13～16 三浦 洋子 トトロ    W.O.

L0008851 坂爪 京子 ＴＦＣ 三浦 洋子 / 坂爪 京子

58 L0011337 芝 由貴子 神崎テニスカレッジ 86

池中 晴美 東宝調布 三浦 洋子 / 坂爪 京子

59 L0012693 中田 幸代 宮崎台テニスクラブ 83

L0018360 藤田 敏美 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ 吉田 清美 / 市村 文子

60 L0010607 吉田 清美 クラブＵ・Ｔ・Ａ 82

L0008950 市村 文子 越谷ＧＴＣ 三浦 洋子 / 坂爪 京子

61 L0012691 海老沢 芙美子 東京調布テニスクラブ 84

L0010771 林 あけみ 市ケ尾Ｔ．Ｃ 海老沢 芙美子 / 林 あけみ

62 L0005326 宮川 初枝 ＳＰＣ 86

L0008984 越後 克子 東宝調布テニスクラブ 海老沢 芙美子 / 林 あけみ

63 bye 84

bye 江成 紀子 / 税田 桂子

64 L0002877 2 江成 紀子 相模原グリーンテニスクラブ    

L0003497 税田 桂子 ＮＥＸＣＯ中日本



登録No Seed name 1R 2R 3R QF SF

1 L0008184 1 兵頭 正子 東急あざみ野テニスガーデン 優勝 ： 240

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 準優勝 ： 168

2 bye    ベスト4 ： 117

bye 兵頭 正子 / 氏家 真沙子 ベスト8 ： 81

3 L0008541 渡辺 光江 あたごテニスクラブ 62 76(4)  ベスト16 ： 56

L0010263 石川 礼子 トトロ 田中 孝子 / 松本 美智子 2R ： 39

4 L0000318 田中 孝子 あさきテニスクラブ 46 75 10-3 1R ： 6

松本 美智子 あさきテニスクラブ 兵頭 正子 / 氏家 真沙子

5 L0012479 粂川 裕子 埼玉県テニス協会 61 63  

L0012495 佐々木 恵理子 鴻巣市テニス協会 粂川 裕子 / 佐々木 恵理子

6 bye    

bye 小島 廣子 / 藤田 都

7 bye 62 64  

bye 小島 廣子 / 藤田 都

8 L0005221 13～16 小島 廣子 桶川ロイヤルテニスクラブ    

L0004978 藤田 都 浦和パークテニスクラブ 兵頭 正子 / 氏家 真沙子

9 L0008552 9～12 高林 周子 ウイッシュ 61 63  

L0008031 高橋 弘代 武蔵野市テニス連盟 高林 周子 / 高橋 弘代

10 bye    

bye 高林 周子 / 高橋 弘代

11 bye 61 57 10-4 

bye 鈴木 容子 / 小林 明代

12 L0007921 鈴木 容子 テニスガーデン　レニックス    

L0009495 小林 明代 葉山テニスクラブ 上原 美津枝 / 山下 博美

13 L0002828 櫻井 郁子 小平テニス倶楽部 67(2) 64 10-4 

L0004203 内藤 恵美子 小平テニスクラブ 櫻井 郁子 / 内藤 恵美子

14 bye    

bye 上原 美津枝 / 山下 博美

15 bye    W.O.

bye 上原 美津枝 / 山下 博美

16 L0002599 5～8 上原 美津枝 ミナミグリーンテニスクラブ    A

L0000074 山下 博美 ＡＣＥテニスクラブ 兵頭 正子 / 氏家 真沙子

17 L0001646 3～4 林 栄子 相模原グリーンテニスクラブ 63 64  

L0001509 太田 真由美 ＹＩＴＣ 林 栄子 / 太田 真由美

18 bye    

bye 林 栄子 / 太田 真由美

19 L0005341 長島 利子 横浜スポーツンテニスクラブ 60 60  

L0009138 橋爪 真理子 厚木市テニス協会 堤 智子 / 秋山 幸子

20 L0011638 堤 智子 東宝調布テニスクラブ 76(2) 61  

L0007054 秋山 幸子 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ 林 栄子 / 太田 真由美

21 L0010035 内田 まさ恵 上尾テニス 63 64  

L0008738 佐藤 美知子 ナイスボレー 内田 まさ恵 / 佐藤 美知子

22 bye    

bye 内田 まさ恵 / 佐藤 美知子

23 bye 76(10) 61  

bye 廣瀬 純子 / 榎木 敏子

24 L0002758 13～16 廣瀬 純子 明治神宮外苑テニスクラブ    

L0005057 榎木 敏子 富士見台テニスクラブ 林 栄子 / 太田 真由美

25 L0005695 9～12 田中 美知子 市ヶ尾テニスクラブ 63 60  

L0007910 森 秀子 荏原ＳＳＣ 田中 美知子 / 森 秀子

26 bye    

bye 田中 美知子 / 森 秀子

27 bye    W.O.

bye 吉島 美実 / 森岡 享子

28 L0011610 吉島 美実 武蔵野ローンテニスクラブ    

L0018441 森岡 享子 ウィッシュ 田中 美知子 / 森 秀子

29 L0011891 河村 信子 富士見台テニスクラブ 46 63 10-4 

L0011984 田中 玲子 富士見台テニスクラブ 塚田 順子 / 喜友名 孝子

30 L0012323 塚田 順子 千間台テニスクラブ 62 63  

喜友名 孝子 ＮＡＳテニスクラブ 朝尾 弘子 / 田村 恵美子 F

31 bye 60 60  

bye 朝尾 弘子 / 田村 恵美子

32 L0008347 5～8 朝尾 弘子 ＢＥＡＴ　Ｔ．Ｃ    

L0008356 田村 恵美子 ＢＥＡＴ　Ｔ．Ｃ

E1：第4回 東京都ニューイヤーベテランテニス選手権大会

WINNER
兵頭 正子 / 氏家 真沙子 杉山 豊子 / 今井 しのぶ

杉山 豊子 / 今井 しのぶ 81

ポイント一覧

女子ダブルス ６０歳以上試合会場：私学事業団総合運動場テニスコート



登録No Seed name 1R 2R 3R QF SF

E1：第4回 東京都ニューイヤーベテランテニス選手権大会

ポイント一覧

女子ダブルス ６０歳以上試合会場：私学事業団総合運動場テニスコート

33 L0009374 5～8 本郷 美智子 東宝調布テニスクラブ 優勝 ： 240

L0010911 田代 美知子 Ｙ．Ｓ．Ｃ． 本郷 美智子 / 田代 美知子 準優勝 ： 168

34 bye    ベスト4 ： 117

bye 本郷 美智子 / 田代 美知子 ベスト8 ： 81

35 L0009026 猪爪 櫻子 あたごテニスクラブ所属 60 64  ベスト16 ： 56

L0008305 前田 雅代 遊友族 水間 茂代 / 斉藤 洋子 2R ： 39

36 L0009609 水間 茂代 市ヶ尾テニスクラブ 67(5) 64 10-5 1R ： 6

L0009335 斉藤 洋子 神崎テニスカレッジ 本郷 美智子 / 田代 美知子

37 L0008750 島村 小浪 上尾テニスクラブ 61 62  

L0011616 服部 八千代 ＰＣＡ 島村 小浪 / 服部 八千代

38 bye    

bye 銭谷 泰子 / 寺本 協子

39 bye 75 62  

bye 銭谷 泰子 / 寺本 協子

40 L0002881 9～12 銭谷 泰子 秋田アスレティッククラブ    

L0004723 寺本 協子 名古屋ローンテニス倶楽部 本郷 美智子 / 田代 美知子

41 L0000922 13～16 平田 貴子 ＴＥＡＭ　ＭＡＲＳ 63 62  

L0012621 田村 祐子 高松ローンテニスクラブ 平田 貴子 / 田村 祐子

42 bye    

bye 平田 貴子 / 田村 祐子

43 bye 62 63  

bye 茂木 ちはる / 新井 たつ子

44 L0010243 茂木 ちはる みんなのテニス    

L0011388 新井 たつ子 川口ナイトテニスクラブ 横山 美恵子 / 横山 淳子

45 L0012581 金丸 君子 日高市テニス協会 62 63  

L0012582 田中 和子 日高市テニス協会 横山 美恵子 / 横山 淳子

46 L0004398 横山 美恵子 あさき 63 63  

L0012353 横山 淳子 PCA 横山 美恵子 / 横山 淳子

47 bye 64 46 10-8 

bye 高橋 芳子 / 河野 保子

48 L0009983 3～4 高橋 芳子 総武グリーンテニスクラブ    B

L0002849 河野 保子 神崎テニスカレッジ 杉山 豊子 / 今井 しのぶ

49 L0000086 5～8 渡辺 永海 東急あざみ野テニスガーデンＴＣ 62 57 10-8 

L0000673 樋口 節子 Ｏ．Ｊ．Ｍ． 渡辺 永海 / 樋口 節子

50 bye    

bye 渡辺 永海 / 樋口 節子

51 L0007021 加藤 公子 相模原グリーンテニスクラブ 76(4) 36 10-6 

L0011177 梶原 あつ子 相模原グリーンテニスクラブ 加藤 公子 / 梶原 あつ子

52 L0009823 藤沢 啓子 あたごテニスクラブ 64 26 11-9 

L0004138 伊藤 江里子 中原テニスクラブ 渡辺 永海 / 樋口 節子

53 L0011743 土屋 久美子 あさきテニスクラブ 64 64  

L0008174 斉藤 悦子 遊友族 土屋 久美子 / 斉藤 悦子

54 bye    

bye 佐藤 千寿子 / 有井 宏美

55 bye 64 46 10-6 

bye 佐藤 千寿子 / 有井 宏美

56 L0007579 9～12 佐藤 千寿子 富士見台テニスクラブ    

L0007409 有井 宏美 田柄テニスクラブ 杉山 豊子 / 今井 しのぶ

57 L0012404 13～16 小林 明美 茨城レディース 62 63  

L0002887 島田 広子 茨城レディース 小林 明美 / 島田 広子

58 bye    

bye 小林 明美 / 島田 広子

59 bye 75 67(3) 10-8 

bye 木下 久美子 / 我孫子 政枝

60 L0006906 木下 久美子 保谷ロイヤルテニスクラブ    

L0005157 我孫子 政枝 立野ローンテニスクラブ 杉山 豊子 / 今井 しのぶ

61 L0005946 福田 洋子 国立スポーツ科学センター    W.O.

L0005143 寺井 ナナ 東宝調布テニスクラブ 坂田 三真子 / 戸田 尚子

62 L0003024 坂田 三真子 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ 62 61  

L0003855 戸田 尚子 鷹之台テニスクラブ 杉山 豊子 / 今井 しのぶ

63 bye 63 76(3)  

bye 杉山 豊子 / 今井 しのぶ

64 L0002767 2 杉山 豊子 寒川ローンテニスクラブ    

L0001495 今井 しのぶ 富士見台テニスクラブ



登録No Seed name 1R 2R 3R QF SF

1 L0000043 1 間宮 茂子 湘南ハンドレットテニスクラブ 優勝 ： 240

L0001928 中島 小波 明治神宮外苑テニスクラブ 間宮 茂子 / 中島 小波 準優勝 ： 168

2 bye    ベスト4 ： 117

bye 間宮 茂子 / 中島 小波 ベスト8 ： 81

3 L0000035 渡辺 澄枝 あたごテニスクラブ 83 ベスト16 ： 56

L0010343 山村 道子 茨城県シニアテニス連盟 渡辺 澄枝 / 山村 道子 2R ： 39

4 L0002856 吉田 峰子 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ 85 1R ： 6

L0004358 五十嵐 栄子 足立区テニスクラブ 大沢 文子 / 前島 悦子

5 L0010114 大沢 文子 立川テニス倶楽部 84

L0008559 前島 悦子 立川テニス倶楽部 大沢 文子 / 前島 悦子

6 L0004134 星野 令 百草テニスガーデン    W.O.

L0004298 藤森 三代子 小平テニスクラブ 大沢 文子 / 前島 悦子

7 bye 98(4)   

bye 豊泉 礼子 / 中村 和子

8 L0009733 13～16 豊泉 礼子 田園テニスクラブ    

L0007508 中村 和子 サントピアテニスクラブ 永井 邦子 / 國分 京子

9 L0003372 9～12 神林 はるみ あたごテニスクラブ 84

L0000049 永沼 治子 関町ローンテニスクラブ 神林 はるみ / 永沼 治子

10 bye    

bye 神林 はるみ / 永沼 治子

11 L0000122 惣福 君子 八王子テニススクール 86

L0003643 早坂 寿枝 Ｔ．Ｔ．Ｃ 惣福 君子 / 早坂 寿枝

12 L0000111 栗山 明子 センティア 81

L0000632 井上 まゆみ 大津ＴＣ 永井 邦子 / 國分 京子

13 L0010313 永井 邦子 国立競技場テニス場 98(5)   

L0005021 國分 京子 富士見台テニスクラブ 永井 邦子 / 國分 京子

14 L0002894 益子 房子 関町ローンテニスクラブ    W.O.

L0004111 黒澤 街子 神宮外苑Ｔ．Ｃ 永井 邦子 / 國分 京子

15 bye 82

bye 八尾村 純子 / 諸江 博子

16 L0002835 5～8 八尾村 純子 田園テニス倶楽部    A

L0007884 諸江 博子 霧が丘Ｔ．Ｃ 加勢 みさ代 / 千葉 純恵

17 L0007218 3～4 槍田 真理子 関町ローンテニスクラブ 84

L0000063 畑 美恵子 関街ローンテニスクラブ 槍田 真理子 / 畑 美恵子

18 bye    

bye 槍田 真理子 / 畑 美恵子

19 L0004382 相田 紀子 神崎テニスカレッジ 84

L0010119 金子 麻美 富士見台ＴＣ 相田 紀子 / 金子 麻美

20 L0009775 今井 美知子 イースタンテニスクラブ 84

L0008556 長嶋 くみ子 田園テニスクラブ 松井 みどり / 竹内 千恵子

21 L0005275 高須賀 志保子 横浜ガーデンテニスクラブ 85

L0006224 西村 悦子 横浜ガーデンＴＣ 高須賀 志保子 / 西村 悦子

22 L0008558 小竹 初江 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 86

L0009079 鈴木 英子 関町ローンテニスクラブ 松井 みどり / 竹内 千恵子

23 bye 82

bye 松井 みどり / 竹内 千恵子

24 L0009127 13～16 松井 みどり 宮崎台テニスクラブ    

L0000126 竹内 千恵子 湘南ローンテニスクラブ 加勢 みさ代 / 千葉 純恵

25 L0002656 9～12 二宮 典子 扇テニスクラブ 86

L0002769 波多野 洋子 ＳＯＴＣ 二宮 典子 / 波多野 洋子

26 bye    

bye 二宮 典子 / 波多野 洋子

27 L0006112 西條 美枝 東宝調布テニスクラブ 85

L0006951 大泉 紀子 マキシマムスポーツマインド 西條 美枝 / 大泉 紀子

28 L0002918 西脇 栄子 昭和の森テニスクラブ 85

L0010084 中 敏江 あたごテニスクラブ 加勢 みさ代 / 千葉 純恵

29 L0004308 岡本 トモ子 明治神宮外苑テニスクラブ 84

L0005065 奥村 友子 明治神宮外苑テニスクラブ 坪内 和子 / 天明 早苗

30 L0011037 坪内 和子 田園テニスクラブ 86

L0006902 天明 早苗 田園テニス倶楽部 加勢 みさ代 / 千葉 純恵 F

31 bye 84

bye 加勢 みさ代 / 千葉 純恵

32 L0009476 5～8 加勢 みさ代 町田ローンテニスクラブ    

L0008000 千葉 純恵 中央林間テニスクラブ

E1：第4回 東京都ニューイヤーベテランテニス選手権大会

WINNER
加勢 みさ代 / 千葉 純恵 加勢 みさ代 / 千葉 純恵

石黒 博子 / 岩崎 明子 82

ポイント一覧

女子ダブルス ６５歳以上



登録No Seed name 1R 2R 3R QF SF

E1：第4回 東京都ニューイヤーベテランテニス選手権大会

ポイント一覧

女子ダブルス ６５歳以上

33 L0006872 5～8 津田 ちかげ 横須賀ダイヤランドテニスクラブ 優勝 ： 240

L0000020 清水 智映子 あさきテニスクラブ 津田 ちかげ / 清水 智映子 準優勝 ： 168

34 bye    ベスト4 ： 117

bye 津田 ちかげ / 清水 智映子 ベスト8 ： 81

35 L0007406 新井 美喜子 関町ローンテニスクラブ 82 ベスト16 ： 56

L0011793 庵原 万里子 関町ローンＴ．Ｃ 小林 のり子 / 中島 郁代 2R ： 39

36 L0002904 小林 のり子 神崎テニスカレッジ 84 1R ： 6

L0003524 中島 郁代 善福寺公園テニスクラブ 古阪 訓子 / 高橋 かず子

37 L0002387 森山 八重子 明治神宮外苑テニスクラブ 97

L0007006 久保田 素子 明治神宮外苑テニスクラブ 森山 八重子 / 久保田 素子

38 L0001657 広原 新子 立川ＴＣ 83

L0010030 大矢 利江 上尾テニスクラブ 古阪 訓子 / 高橋 かず子

39 bye 80

bye 古阪 訓子 / 高橋 かず子

40 L0003674 9～12 古阪 訓子 蓮田グリーンテニスクラブ    

L0009188 高橋 かず子 マイティスポーツ 北村 紀美子 / 西村 民子

41 L0004899 13～16 柳川 喜代子 小平Ｔ．Ｃ 86

L0005456 田辺 悦子 市ヶ尾テニスクラブ 柳川 喜代子 / 田辺 悦子

42 bye    

bye 柳川 喜代子 / 田辺 悦子

43 L0006644 野口 典子 サンライズ 85

L0008192 佐藤 エミ子 深谷市テニス協会 山崎 夢路 / 間瀬戸 礼子

44 L0007328 山崎 夢路 総武グリーンテニスクラブ 82

L0008668 間瀬戸 礼子 ルネサンス鷹之台テニスクラブ 北村 紀美子 / 西村 民子

45 L0011545 山田 たみを 田園テニスクラブ 85

L0012406 下村 壽子 田園テニスクラブ 新沼 美智代 / 長尾 文子

46 L0005164 新沼 美智代 神崎テニスカレッジ 80

L0003418 長尾 文子 荏原ＳＳＣ 北村 紀美子 / 西村 民子

47 bye 84

bye 北村 紀美子 / 西村 民子

48 L0000110 3～4 北村 紀美子 すぎなテニスクラブ    B

L0004251 西村 民子 東京グリーンテニスクラブ 石黒 博子 / 岩崎 明子

49 L0005251 5～8 石黒 博子 湘南ローンテニスクラブ 82

L0005069 岩崎 明子 瀬谷グリーンテニスクラブ 石黒 博子 / 岩崎 明子

50 bye    

bye 石黒 博子 / 岩崎 明子

51 L0006044 上条 佐恵子 宮崎台テニスクラブ 86

L0007981 坂倉 美知子 横浜ガーデンテニスクラブ 上条 佐恵子 / 坂倉 美知子

52 L0000073 塚田 玲子 ラ・ポームあすなろラケットクラブ    W.O.

L0012255 正田 和子 サークＭ 石黒 博子 / 岩崎 明子

53 L0010088 金田一 圭子 武蔵野ローンテニスクラブ 86

真庭 栄子 東久留米市テニス連盟 金田一 圭子 / 真庭 栄子

54 L0000481 与芝 薫 フォレスト    W.O.

L0000118 梶原 匡子 ＣＳＪつくばＴＧ 瀬岡 かゆき / 只隈 悦子

55 bye 98(5)   

bye 瀬岡 かゆき / 只隈 悦子

56 L0006956 9～12 瀬岡 かゆき 足柄ローンテニスクラブ    

L0000037 只隈 悦子 相模原グリーンテニスクラブ 石黒 博子 / 岩崎 明子

57 L0000062 13～16 佐藤 まり子 あたごテニスクラブ 84

L0004754 神長 政子 湘南ファミリーＴ／Ｃ 佐藤 まり子 / 神長 政子

58 L0007972 中野 恭 富士見台テニスクラブ 85

L0012809 丸山 恵子 富士見台テニスクラブ 佐藤 まり子 / 神長 政子

59 L0009401 伊藤 由美子 東京グリーンテニスクラブ 83

L0007416 小林 ゆり子 関町ローンテニスクラブ 増田 紫 / 角田 啓子

60 L0000327 増田 紫 善福寺公園Ｔ．Ｃ． 81

L0004194 角田 啓子 保谷ロイヤルテニスクラブ 竹内 昭子 / 小野 悦子

61 須藤 澄江 シニアテニス東京 84

伊東 百合 羽村市テニス連盟 岩附 加代子 / 楠木 由里

62 L0000033 岩附 加代子 京王Ｔ．Ｃ． 82

L0007964 楠木 由里 百合ヶ丘ファミリーテニスクラブ 竹内 昭子 / 小野 悦子

63 bye    W.O.

bye 竹内 昭子 / 小野 悦子

64 L0002923 2 竹内 昭子 エバーグリーンテニスフォレスト横浜    

L0006751 小野 悦子 取手市民硬式テニスクラブ



女子ダブルス ７０歳以上
登録No Seed name 1R 2R QF SF F

1 L0002841 1 清水 倫代 東京グリーンテニスクラブ

L0005182 大島 磯美 立野ローンテニスクラブ 清水 倫代 / 大島 磯美

2 bye    

bye 清水 倫代 / 大島 磯美

3 L0011148 佐伯 紀子 湘南ローンＴ．Ｃ． 60 62  

L0011147 上野 節子 湘南ローンテニスクラブ 山下 徳子 / 中里 千恵子

4 L0007228 山下 徳子 関町ローンテニスクラブ 75 64  

L0008273 中里 千恵子 関町ローンテニスクラブ 清水 倫代 / 大島 磯美

5 L0009294 天野 周子 名古屋ローンテニスクラブ 64 60  

L0007451 吉谷川 純子 千歳テニス協会 天野 周子 / 吉谷川 純子

6 bye    

bye 天野 周子 / 吉谷川 純子

7 bye 36 63 10-8 

bye 手嶋 比呂美 / 柳澤 ふじ子

8 L0010010 5～8 手嶋 比呂美 紙敷テニスクラブ    

L0011335 柳澤 ふじ子 ローズヒルテニスクラブ 清水 倫代 / 大島 磯美

9 L0000104 3～4 山中 美佐子 ＣＳＪ 81

L0009497 村上 幸代 鎌倉ローンテニス倶楽部 山中 美佐子 / 村上 幸代

10 bye    

bye 高城 静枝 / 長野 綾子

11 L0007363 鉾立 和子 青空会、坂戸市テニス協会 36 62 10-6 

L0009640 矢部 千恵子 浦和クラブ 高城 静枝 / 長野 綾子

12 L0005911 高城 静枝 茨城県シニアテニス連盟 61 60  

L0012684 長野 綾子 茨城レディース 高城 静枝 / 長野 綾子

13 L0000144 塩田 洋子 石神井ローンテニスクラブ 46 65  RET

L0003511 松丸 緑 湘南ローンテニスクラブ 塩田 洋子 / 松丸 緑

14 L0011365 山口 洋子 百合ヶ丘ファミリーテニスクラブ 63 61  

L0000158 村野 淑子 川崎テニスクラブ 塩田 洋子 / 松丸 緑

15 bye 46 62 10-6 

bye 奈良 君 / 大関 ヨシ子

16 L0005998 5～8 奈良 君 湘南ローンテニスクラブ    WINNER

L0003388 大関 ヨシ子 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 清水 倫代 / 大島 磯美

17 L0003557 5～8 池田 教子 夢見崎ローンテニスクラブ 86

L0005250 三浦 幸 横浜スポーツマンクラブ 池田 教子 / 三浦 幸

18 bye    

bye 池田 教子 / 三浦 幸

19 L0012707 松尾 嘉智子 善福寺公園テニスクラブ 63 67(5) 12-10 

松尾 泰子 善福寺公園テニスクラブ 松尾 嘉智子 / 松尾 泰子

20 L0008021 森 晃子 関町ローンテニスクラブ 61 60  

L0005539 早川 弘子 ウイッシュ 磯山 京子 / 川島 紀子

21 L0006766 中岡 幸子 マイティスポーツ 43   RET

L0004924 木村 淑子 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ 磯山 京子 / 川島 紀子

22 L0009660 磯山 京子 田園Ｔ・Ｃ 61 61  

L0004122 川島 紀子 立川テニスクラブ 磯山 京子 / 川島 紀子

23 bye 63 64  

bye 中島 裕子 / 平井 敦子

24 L0000087 3～4 中島 裕子 東宝調布テニスクラブ    

L0001654 平井 敦子 あたごテニスクラブ 磯山 京子 / 川島 紀子

25 L0001560 5～8 斎藤 慈子 神崎テニスカレッジ 86

L0003869 韮沢 寿美子 アクティブテニス幸手 斎藤 慈子 / 韮沢 寿美子

26 bye    

bye 斎藤 慈子 / 韮沢 寿美子

27 L0003057 高橋 洋子 相模原グリーンテニスクラブ 60 60  

L0000168 冨田 登喜子 ウェストグリーンテニスクラブ 高橋 洋子 / 冨田 登喜子

28 L0008863 佐藤 晴恵 市ヶ尾テニスクラブ 62 62  

L0003538 小林 直子 関町ローンテニスクラブ 斎藤 慈子 / 韮沢 寿美子

29 L0006787 村上 久美子 大正セントラル目白 64 64  

L0018452 加藤 美智子 八王子アイビー 丹羽 数子 / 原田 孝子

30 L0000092 丹羽 数子 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ    W.O.

L0004991 原田 孝子 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ 川上 信子 / 川上 妙子

31 bye 60 61  

bye 川上 信子 / 川上 妙子

32 L0000109 2 川上 信子 庭球三田会    

L0009131 川上 妙子 関町ローンテニスクラブ

ベスト8
2R
1R

：
：
：

72
49
6

E1：第4回 東京都ニューイヤーベテランテニス選手権大会

ポイント一覧
優勝

準優勝
ベスト4

：
：
：

211
147
103

試合会場：私学事業団総合運動場テニスコート



女子ダブルス ７５歳以上
登録No Seed name 1R QF SF F

1 L0000154 1 八木 幸子 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ

L0010051 國廣 三和子 宮崎台Ｔ・Ｃ 八木 幸子 / 國廣 三和子

2 bye

   

bye 板谷 貴子 / 遠藤 朝子

3 L0005272 板谷 貴子 横浜スポーツマンクラブ

82

L0001505 遠藤 朝子 武蔵野ローンテニスクラブ 板谷 貴子 / 遠藤 朝子

4 L0006164 中島 多恵子 八王子アイビーテニスクラブ

86

L0009545 野本 洋子 国府台テニスガーデン 土屋 周子 / 茂原 絢子

5 L0008902 3～4 山本 由美子 田園テニス倶楽部

85

L0000173 河村 美弥子 武蔵野ローンテニスクラブ 土屋 周子 / 茂原 絢子

6 L0002753 土屋 周子 昭和の森テニスクラブ

85

L0003671 茂原 絢子 下川井テニスクラブ 土屋 周子 / 茂原 絢子

7 L0012530 田渕 昭子 タチバナクラブ

98(5)   

L0006911 森田 千津子 ロイヤルテニスクラブ 田渕 昭子 / 森田 千津子

8 L0000517 谷 喜美子 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ

86

WINNER

L0001159 飯塚 寿子 ドウスポーツプラザ 土屋 周子 / 茂原 絢子

9 L0000328 井上 文枝 平山台テニスクラブ

85

L0000709 山本 順子 富山市テニス協会 高橋 君子 / 中野 照子

10 L0010112 高橋 君子 すぎなテニスクラブ

   W.O.

L0005992 中野 照子 名古屋ローンテニスクラブ 手塚 美智子 / 西谷 清子

11 L0002852 星野 陽子 田園テニスクラブ

80

L0000348 松尾 三穂子 川崎テニスクラブ 手塚 美智子 / 西谷 清子

12 L0000160 3～4 手塚 美智子 明治神宮外苑テニスクラブ

83

L0003482 西谷 清子 新宿区硬式庭球連盟 手塚 美智子 / 西谷 清子

13 L0000332 鈴木 美知子 夢見ケ崎ローンテニスクラブ

86

L0003021 平山 礼子 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ 鈴木 美知子 / 平山 礼子

14 L0003596 上垣 年子 新座ローンテニスクラブ

84

L0003330 今井 公子 関町ローンテニスクラブ 鈴木 美知子 / 平山 礼子

15 L0004979 佐々木 和江 小平テニス倶楽部

85

L0010384 大塚 眞規子 日本シニアテニス連盟　東京支部 佐々木 和江 / 大塚 眞規子

16 L0003445 2 稲垣 寿恵子 市ヶ尾テニスクラブ

85

L0000172 山下 博子 相模原グリーンテニスクラブ

ポイント一覧

優勝
準優勝
ベスト4

2R
1R

：
：
：
：
：

185
130
91
63
6

E1：第4回 東京都ニューイヤーベテランテニス選手権大会



女子ダブルス ８０歳以上
登録No Seed name 1R F

ポイント一覧

1 L0000331 1 松岡 允江 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ

優勝：130
準優勝：91

1R：6

L0000341 田村 りつ子 東急あざみ野テニスガーデンＴＣ 松岡 允江 / 田村 りつ子

2 L0004104 畔川 和子 Ｃｌｕｂ　Ｈｉｔ

60 62  

WINNER

L0003459 竹田 久子 木更津LTC 松岡 允江 / 田村 りつ子

3 L0000881 齋藤 惠美子 明治神宮外苑テニスクラブ

64 62  

L0003593 岩崎 貴久子 明治神宮外苑テニスクラブ 村上 道子 / 広田 民子

4 L0008837 2 村上 道子 茨城レディス

62 60  

L0005386 広田 民子 万博テニスガーデン

E1：第4回 東京都ニューイヤーベテランテニス選手権大会

試合会場：私学事業団総合運動場テニスコート
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