
2012/4/5- 2012/4/22 男子ダブルス 40歳以上

ID No. Seed name 1R 2R QF SF F

1 G0002086 1 輿石 龍児 川口市役所

G0015494 浅井 正之 川口市役所 輿石 龍児 / 浅井 正之

2 bye    

bye 片山 智彦 / 斉藤 和裕

3 G0015398 片山 智彦 マス・ガイアテニスクラブ 76(3) 75  

G0017234 斉藤 和裕 マス・ガイアテニスクラブ 片山 智彦 / 斉藤 和裕

4 G0017326 恵良 史朗 江戸川台テニスクラブ 61 62  

G0019069 杉山 智彦 ブリヂストンテニスハウス新所沢 片山 智彦 / 斉藤 和裕

5 G0002306 前田 明宏 Ｋｅｎ’ｓインドアテニススクール 63 61  

G0003388 滝沢 仁 アートヒルテニスクラブ 前田 明宏 / 滝沢 仁

6 bye    

bye 前田 明宏 / 滝沢 仁

7 bye 61 63  

bye 加藤 健一 / 広瀬 重和

8 G0015179 加藤 健一 港区テニス連盟    

G0018455 広瀬 重和 Ｓｙｓｔｅｍ　Ｇ 片山 智彦 / 斉藤 和裕

9 G0017976 4 永井 潤 ルネサンス天王町 62 63  

G0018457 九里 孝之 ルネサンス天王町 永井 潤 / 九里 孝之

10 bye    

bye 永井 潤 / 九里 孝之

11 bye 61 62  

bye 高橋 義則 / 松井 仁司

12 G0019101 高橋 義則 末安テニスアカデミー    

G0019105 松井 仁司 ネット、イン（厚木市テニス協会） 岩阪 英樹 / 小野 徹也

13 G0015562 鈴木 智章 金沢八景インドアＴ．Ｃ． 61 62  

G0015591 岡名 昭彦 とつかテニスクラブ 鈴木 智章 / 岡名 昭彦

14 bye    

bye 岩阪 英樹 / 小野 徹也

15 bye 36 61 108 

bye 岩阪 英樹 / 小野 徹也

16 G0018724 岩阪 英樹 ＴＺ・ＯＮＥ    WINNER

G0017143 小野 徹也 Ｔｚ－ｏｎｅ 片山 智彦 / 斉藤 和裕

17 G0007471 太田 隆史 町田ローンテニスクラブ 36 76(6) 107 

G0014202 飯尾 範彦 三菱電機 太田 隆史 / 飯尾 範彦

18 bye    

bye 水野 幸治 / 小谷地 雅人

19 bye    W.O.

bye 水野 幸治 / 小谷地 雅人

20 G0003014 水野 幸治 常磐松テニス倶楽部    

G0010445 小谷地 雅人 ＭＡＲＳ－Ｔ 佐々木 正明 / 太田 茂晴

21 G0016204 阿久澤 賢史 オールウェイズテニスクラブ 60 62  

G0018396 大川原 知史 東京都ＴＡ 佐藤 徳宣 / 小林 文祐

22 G0019034 佐藤 徳宣 ROFT    W.O.

G0017650 小林 文祐 高井戸ダイヤモンドＴ．Ｃ 佐々木 正明 / 太田 茂晴

23 bye 60 60  

bye 佐々木 正明 / 太田 茂晴

24 G0013933 3 佐々木 正明 ＪＩＴＣ    

G0000765 太田 茂晴 稲城市テニス連盟 佐々木 正明 / 太田 茂晴

25 G0018532 津浦 隆之 フィナリスタ 60 61  

G0017195 福島 大輔 ＡＴＣ 津浦 隆之 / 福島 大輔

26 bye    

bye 津浦 隆之 / 福島 大輔

27 bye 76(4) 60  

bye 鈴木 一夫 / 三村 直人

28 G0018357 鈴木 一夫 軽井沢ラケットクラブ    

三村 直人 軽井沢カーヴ 津浦 隆之 / 福島 大輔

29 G0016907 竹内 精治 あわっこくらぶ 62 62  

G0018369 岩岡 丈二 ＫＭＧＴＳ 竹内 精治 / 岩岡 丈二

30 G0016111 平塚 雅暢 Ｂ．Ｂ．    W.O.

G0016517 飯塚 公彦 Ｔｅａｍ　Ｉ’ｚ 竹内 精治 / 岩岡 丈二

31 bye    W.O.

bye 佐藤 史高 / 渡邊 大

32 G0017609 2 佐藤 史高 ＪＩＴＣ    

G0017850 渡邊 大 緑ヶ丘テニスガーデン

D：第48回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP ベテランの部


