
2012/4/5- 2012/4/22 男子ダブルス 55歳以上

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

1 G0012347 1 清板 伸一郎 Ｕ＆Ｓ

G0000286 大浦 康隆 ヨコハマクラブ 清板 伸一郎 / 大浦 康隆

2 bye    

bye 清板 伸一郎 / 大浦 康隆

3 渡辺 卓平 東京ローンテニスクラブ 75 62  

G0019073 松原 正和 田園テニス倶楽部 渡辺 卓平 / 松原 正和

4 G0017795 鈴木 昌和 長野MAXテニスクラブ 61 63  

G0017996 倉島 英造 クラシマインターナショナルテニスアカデミー 清板 伸一郎 / 大浦 康隆

5 G0018643 荒井 初雄 吉一ＪＯＹ 62 62  

G0018890 重田 諭敏 ウエストヒル 関本 和秀 / 稲田 保裕

6 G0004816 関本 和秀 Ｃ－ＦＥＴＺ 61 75  

G0000212 稲田 保裕 明治神宮外苑テニスクラブ 関本 和秀 / 稲田 保裕

7 G0015827 田原 洋一 高松ローンテニスクラブ    W.O.

G0015675 石井 康義 松戸テニスクラブ 浦野 健治 / 柳井 英章

8 G0015509 8 浦野 健治 藪塚テニスクラブ 63 63  

G0018533 柳井 英章 群馬銀行テニスクラブ 清板 伸一郎 / 大浦 康隆

9 G0015753 4 宮本 惠造 明治神宮外苑テニスクラブ    W.O.

G0017764 中嶋 俊彦 横浜ガーデンＴ．Ｃ． 宮本 惠造 / 中嶋 俊彦

10 bye    

bye 宮本 惠造 / 中嶋 俊彦

11 G0018519 渡辺 謙 薮塚テニスクラブ    W.O.

G0016983 西場 利夫 薮塚Ｔ．Ｃ 渡辺 謙 / 西場 利夫

12 藤戸 勉 東京都台東区テニス協会    W.O.

平山 一雄 東京都台東区テニス協会 宮本 惠造 / 中嶋 俊彦

13 内山 哲一 小金井市テニス連盟 76(2) 61  

萩原 隆之 小金井市テニス連盟 鈴木 光男 / 小島 宣明

14 G0017000 鈴木 光男 高松ローンテニスクラブ 46 63 106 

G0018393 小島 宣明 高松ローンテニスクラブ 井上 則行 / 宮島 信行

15 bye 76(7) 61  

bye 井上 則行 / 宮島 信行

16 G0004611 7 井上 則行 千葉県テニス協会    WINNER

G0000192 宮島 信行 亀の甲山テニスクラブ 清板 伸一郎 / 大浦 康隆

17 G0000190 6 西垣 彰二 テニスユニバース 64 60  

G0000189 吉原 秀樹 小平テニスクラブ 西垣 彰二 / 吉原 秀樹

18 bye    

bye 西垣 彰二 / 吉原 秀樹

19 G0011185 二見 一由 富士見テニスクラブ 46 76(2) 101 

G0018621 土橋 保友 オレンジヒルテニスクラブ 神山 好弘 / 関 敏秀

20 G0013511 神山 好弘 キリウテニスクラブ 36 62 107 

G0009581 関 敏秀 金町テニスガーデン 島村 信明 / 山下 修二

21 G0018236 東 和裕 横浜スポーツマンクラブ 76(10) 63  

G0018640 石井 庸一 ファミリーテニスクラブ 東 和裕 / 石井 庸一

22 G0017677 田辺 利光 東急嶮山スポーツガーデン 46 60 108 

G0018933 梅原 至 東急嶮山スポーツガーデン 島村 信明 / 山下 修二

23 bye    W.O.

bye 島村 信明 / 山下 修二

24 G0000188 3 島村 信明 明治神宮外苑テニスクラブ    

G0008828 山下 修二 ＴＥＮＮＥＸ 島村 信明 / 山下 修二

25 G0017751 5 ジェフリー 金本 港区テニス連盟    W.O.

G0014518 露崎 博司 流山グリーンテニスクラブ ジェフリー 金本 / 露崎 博司

26 bye    

bye 安福 哲男 / 加藤 義明

27 G0010781 安福 哲男 三菱電機鎌倉 26 62 102 

加藤 義明 三菱電機鎌倉 安福 哲男 / 加藤 義明

28 G0016887 浜野 建司 ドルフィン 61 75  

G0006013 西村 淳一 町田ローンテニスクラブ 渡辺 正宏 / 神沢 靖彦

29 G0006019 渡辺 正宏 寒川ローンテニスクラブ 63 62  

G0002684 神沢 靖彦 ラポーム　あすなろラケットクラブ 渡辺 正宏 / 神沢 靖彦

30 G0006290 小野 不二男 大島フラワーテニスガーデン 60 64  

G0012015 本田 章二 大島フラワーテニスガーデン 渡辺 正宏 / 神沢 靖彦

31 bye 64 63  

bye 貝谷 朝清 / 浜條 和弘

32 G0000376 2 貝谷 朝清 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ    

G0001178 浜條 和弘 グランドスラム
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