
2012/4/5- 2012/4/22 男子ダブルス 45歳以上

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

1 G0016693 1 佐藤 康夫 オクヤマテニスショップ

G0017376 今井 宗丈 稲城市テニス連盟 佐藤 康夫 / 今井 宗丈

2 bye    

bye 宇津木 温 / 西田 雅一

3 G0005106 御代 元 明治神宮外苑テニスクラブ 36 76(4) 104 

G0018382 梶原 賢一 MIRAIテニスアカデミー 宇津木 温 / 西田 雅一

4 G0017103 宇津木 温 武蔵野市テニス連盟 75 64  

G0017102 西田 雅一 武蔵野市テニス連盟 宇津木 温 / 西田 雅一

5 G0018905 永田 美智夫 稲城市テニス連盟    W.O.

佐野 芳則 稲城市テニス連盟 永田 美智夫 / 佐野 芳則

6 bye    

bye 矢野 克彦 / 長島 貴幸

7 bye 46 64 101 

bye 矢野 克彦 / 長島 貴幸

8 G0015948 矢野 克彦 スポーツラーニング    

G0018203 長島 貴幸 ラ　フィエスタ 河原 重行 / 石谷 勇次

9 G0016621 4 河原 重行 東京都Ｔ．Ａ． 63 61  

G0016427 石谷 勇次 ＵＴＡ 河原 重行 / 石谷 勇次

10 bye    

bye 河原 重行 / 石谷 勇次

11 G0002558 石村 憲一 サントリーテニスガーデン戸塚 76(4) 62  

水上 雄介 三菱電機 石村 憲一 / 水上 雄介

12 G0019045 稲葉 武臣 東北沢テニススクール    W.O.

G0019062 KEITH WILLIAM 東北沢テニススクール 河原 重行 / 石谷 勇次

13 G0000269 伊関 亮 協和発酵キリン 62 62  

G0018423 岡安 克弘 成城ＴＣ 伊関 亮 / 岡安 克弘

14 bye    

bye 奥村 尚弘 / 戸野 岳志

15 bye 64 63  

bye 奥村 尚弘 / 戸野 岳志

16 G0018450 奥村 尚弘 アシニス    WINNER

G0002869 戸野 岳志 SGTC 長谷川 孝司 / 矢作 淳

17 G0018813 菊池 政行 横須賀ダイヤランドＴＣ 63 60  

佐多 眞彦 横須賀ダイヤランドテニスクラブ 菊池 政行 / 佐多 眞彦

18 bye    

bye 菊池 政行 / 佐多 眞彦

19 bye 36 63 103 

bye 五十嵐 直広 / 福井 信弘

20 G0016048 五十嵐 直広 西原テニスクラブ    

G0014771 福井 信弘 ＯＮＣ 堀内 秀一 / 末吉 徹也

21 G0016604 鈴木 秀男 栃木県庁テニスクラブ 62 64  

G0016600 渡邊 隆典 ＲＩＺＵ 上村 重朗 / 縄田 好寿

22 G0011244 上村 重朗 Ｒ－Ｔｅｎｎｉｓ 46 64 105 

G0018517 縄田 好寿 Ｒ－Ｔｅｎｎｉｓ 堀内 秀一 / 末吉 徹也

23 bye 62 61  

bye 堀内 秀一 / 末吉 徹也

24 G0016352 3 堀内 秀一 稲門テニス倶楽部    

G0012855 末吉 徹也 日本航空 長谷川 孝司 / 矢作 淳

25 G0000128 浅井 良樹 明治神宮外苑テニスクラブ 46 62 103 

G0017001 星野 宏幸 横浜ガーデンテニスクラブ 浅井 良樹 / 星野 宏幸

26 bye    

bye 浅井 良樹 / 星野 宏幸

27 bye    W.O.

bye 深津 洋平 / 斎藤 裕

28 G0008996 深津 洋平 ミタカテニスクラブ    

G0008890 斎藤 裕 三井不動産株式会社 長谷川 孝司 / 矢作 淳

29 G0005510 上原 大吾 高松ローンテニスクラブ    W.O.

G0006828 大塚 正俊 流山グリーンテニスクラブ 上原 大吾 / 大塚 正俊

30 G0002645 尾崎 昌宏 あわっこくらぶ 62 76(5)  

G0016315 小山 義孝 オクヤマテニスショップ 長谷川 孝司 / 矢作 淳

31 bye 62 62  

bye 長谷川 孝司 / 矢作 淳

32 G0006368 2 長谷川 孝司 西川口テニスクラブ    

G0000283 矢作 淳 オールウェイズテニスクラブ

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


