
2012/4/5- 2012/4/22 男子ダブルス 60歳以上

ID No. Seed name 1R 2R 3R QF SF

1 G0015447 1 前田 克己 千葉田園テニスクラブ

G0018379 伊藤 達男 三菱化学筑波 前田 克己 / 伊藤 達男

2 bye    

bye 前田 克己 / 伊藤 達男

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

G0018341 藤間 行雄 湘南ファミリーＴＣ 長島 泰治 / 佐藤 喜三郎

4 G0016873 長島 泰治 一橋庭球倶楽部 64 61  

G0014657 佐藤 喜三郎 中野アクトテニスクラブ 前田 克己 / 伊藤 達男

5 G0016481 日下部 聖志 茅ヶ崎ローゼＴＣ 63 61  

G0016486 菅野 孝二 茅ヶ崎ローゼテニスクラブ 日下部 聖志 / 菅野 孝二

6 bye    

bye 村松 秀紀 / 川崎 克郎

7 bye 64 26 105 

bye 村松 秀紀 / 川崎 克郎

8 G0007789 村松 秀紀 湘南ファミリーテニスクラブ    

G0006365 川崎 克郎 扇テニスクラブ 前田 克己 / 伊藤 達男

9 G0017897 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 bye    

bye 諏澤 誠治 / 西本 陽一

11 bye 67(5) 61 108 

bye 梶 恭助 / 岸菜 信博

12 G0013955 梶 恭助 湘南ファミリーテニスクラブ    

G0017614 岸菜 信博 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 川尻 康夫 / 須賀 賢司

13 G0000144 糸洲 満 横浜スポーツマンクラブ 64 26 107 

G0002739 諏訪 博信 エバーグリーンフォレスト横浜 糸洲 満 / 諏訪 博信

14 bye    

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

bye 川尻 康夫 / 須賀 賢司

15 bye 76(4) 64  

bye 川尻 康夫 / 須賀 賢司

16 G0015469 8 川尻 康夫 名細テニスクラブ    A

G0015672 須賀 賢司 名細テニスクラブ 前田 克己 / 伊藤 達男

17 G0012383 4 矢野 マサヒロ 小平テニスクラブ    W.O.

G0000162 竜口 博明 小平テニスクラブ 矢野 マサヒロ / 竜口 博明

18 bye    

bye 矢野 マサヒロ / 竜口 博明

19 bye 36 75 107 

bye 小原 俊郎 / 浅井 有一郎

20 G0018677 小原 俊郎 ミタカテニスクラブ    

G0018665 浅井 有一郎 三鷹テニスクラブ 矢野 マサヒロ / 竜口 博明

21 G0000226 田嶋 修二 パサニアテニスクラブ 61 75  

G0000151 菊地 幹樹 チームダイヤモンド 田嶋 修二 / 菊地 幹樹

22 bye    

bye 田嶋 修二 / 菊地 幹樹

23 bye 46 75 108 

bye 嘉藤 雄次 / 竹中 一夫

24 G0018412 嘉藤 雄次 神宮テニスクラブ    

G0018268 竹中 一夫 神宮外苑テニスクラブ 矢野 マサヒロ / 竜口 博明

25 G0000159 新美 進 鷺宮製作所 76(5) 76(6)  

G0014970 中村 行男 日機装 新美 進 / 中村 行男

26 bye    

bye 新美 進 / 中村 行男

27 bye 60 61  

bye 石田 千人 / 長谷川 義春

28 G0004191 石田 千人 ＡＩＵ保険    

G0017845 長谷川 義春 港区テニス連盟 淵田 孝一 / 石田 秀夫

29 G0006136 三枝 猛志 亀の甲山テニスクラブ 26 64 108 

G0017167 市川 新二 ファインＴＡ 三枝 猛志 / 市川 新二

30 bye    

bye 淵田 孝一 / 石田 秀夫 F

31 bye 46 64 108 

bye 淵田 孝一 / 石田 秀夫

32 G0007286 6 淵田 孝一 横浜スポーツマンクラブ    

G0007408 石田 秀夫 横浜スポーツマンクラブ

横澤 規佐良 / 上原 久雄 60 61

WINNER

前田 克己 / 伊藤 達男 前田 克己 / 伊藤 達男



2012/4/5- 2012/4/22 男子ダブルス 60歳以上

ID No. Seed name 1R 2R 3R QF SF

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

33 G0017674 5 早川 用二 いなげフラワー

G0015068 尾頭 誠 稲毛フラワーテニスクラブ 早川 用二 / 尾頭 誠

34 bye    

bye 早川 用二 / 尾頭 誠

35 bye 63 62  

bye 辻田 敏 / 廣瀬 知正

36 G0017204 辻田 敏 横浜ガーデンテニスクラブ    

G0017047 廣瀬 知正 芦屋国際ローンテニスクラブ 早川 用二 / 尾頭 誠

37 G0006456 旦野 博 プラムページテニスプラザ 62 63  

G0000177 鶴 達郎 桜台テニスクラブ 旦野 博 / 鶴 達郎

38 bye    

bye 岡 修二 / 田中 孝

39 bye 61 62  

bye 岡 修二 / 田中 孝

40 G0000161 岡 修二 新座ローンテニスクラブ    

G0004199 田中 孝 新座ローンテニスクラブ 池村 辰夫 / 塩見 芳彦

41 G0002056 増田 英夫 石神井ローンテニスクラブ 62 60  

G0001326 松窪 耕玄 明治神宮外苑テニスクラブ 増田 英夫 / 松窪 耕玄

42 bye    

bye 池村 辰夫 / 塩見 芳彦

43 bye 63 61  

bye 池村 辰夫 / 塩見 芳彦

44 G0015467 池村 辰夫 神戸ローンテニスクラブ    

G0000217 塩見 芳彦 横須賀ダイヤランドテニスクラブ 池村 辰夫 / 塩見 芳彦

45 G0015541 田中 大文 ＳＫＹＴＯＮ 36 64 107 

G0007827 松本 正一 ウェストグリーンテニスクラブ 田中 大文 / 松本 正一

46 G0017375 由田 秀行 昭和の森テニスセンター 75 62  

G0018227 関塚 実 スギナテニスクラブ 太田 和彦 / G. ターナ

47 bye 63 62  

bye 太田 和彦 / G. ターナ

48 G0000164 3 太田 和彦 成蹊テニス会    B

G0018256 G. ターナ 明治神宮外苑テニスクラブ 横澤 規佐良 / 上原 久雄

49 G0000204 7 楢崎 順司 鎌ケ谷ひかりテニスクラブ 62 64  

G0000203 成田 周治 流山グリーンテニスクラブ 楢崎 順司 / 成田 周治

50 bye    

bye 川口 善治 / 松本 憲明

51 bye 36 64 105 

bye 川口 善治 / 松本 憲明

52 G0004134 川口 善治 横浜スポーツマンクラブ    

G0015512 松本 憲明 和泉テニスクラブ 岩本 良則 / 鈴木 武夫

53 G0008815 田島 俊雅 三菱マテリアル 60 61  

中山 伸一 エバーグリーンTF横浜 田島 俊雅 / 中山 伸一

54 bye    

bye 岩本 良則 / 鈴木 武夫

55 bye 63 62  

bye 岩本 良則 / 鈴木 武夫

56 G0000923 岩本 良則 八幡山ローンテニスクラブ    

G0011989 鈴木 武夫 足柄ローンテニスクラブ 横澤 規佐良 / 上原 久雄

57 G0018084 新見 利幸 奈良国際テニスクラブ 64 61  

G0018344 大倉 成光 ＦＤ 新見 利幸 / 大倉 成光

58 bye    

bye 入岡 一吉 / 福原 俊夫

59 bye 62 75  

bye 入岡 一吉 / 福原 俊夫

60 G0017090 入岡 一吉 相模原グリーンテニスクラブ    

G0012763 福原 俊夫 相模原グリーンテニスクラブ 横澤 規佐良 / 上原 久雄

61 G0000160 辰野 元文 金子グリーンテニスアカデミー 62 61  

G0004267 大野 義和 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ 辰野 元文 / 大野 義和

62 G0018597 石塚 明寛 ＣＴＡ個人会員 61 62  

G0009599 渡辺 博 江戸川台テニスクラブ 横澤 規佐良 / 上原 久雄

63 bye 63 67(4) 107 

bye 横澤 規佐良 / 上原 久雄

64 G0014551 2 横澤 規佐良 東京ローンテニスクラブ    

G0004210 上原 久雄 高松ローンテニスクラブ


