
2012/4/5- 2012/4/22 男子ダブルス 65歳以上

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

1 G0012254 1 桐原 清徳 和泉テニスクラブ

G0011013 柳川 嘉夫 小平Ｔ．Ｃ 桐原 清徳 / 柳川 嘉夫

2 bye    

bye 桐原 清徳 / 柳川 嘉夫

3 G0000383 吉本 静三 石神井ローンテニスクラブ 61 61  

G0000109 西澤 英雄 田園テニス倶楽部 福島 尚雄 / 樋口 善亨

4 G0013791 福島 尚雄 横須賀ダイヤランドテニスクラブ 46 75 106 

G0017036 樋口 善亨 横須賀ダイヤランドテニスクラブ 桐原 清徳 / 柳川 嘉夫

5 G0017791 松本 豊 サングリーンテニスクラブ 64 63  

G0015830 住谷 昌昭 船橋さくら 小野田 隆義 / 伊藤 裕

6 G0013602 小野田 隆義 若草テニスクラブ 62 62  

G0019055 伊藤 裕 若草テニスクラブ 小野田 隆義 / 伊藤 裕

7 G0015397 勝田 雄三 ユニークス本牧テニスクラブ 61 63  

G0016402 金子 義明 武蔵野ローンテニスクラブ 佐藤 雅之 / 張替 正行

8 G0000106 13 佐藤 雅之 霞ヶ関テニスパーク 60 60  

G0015929 張替 正行 リトルプリンステニスクラブ 本村 陽一 / 衛藤 寛

9 G0015720 12 本村 陽一 ウエストグリーンテニスクラブ 67(2) 64 1311 

G0014893 衛藤 寛 鷹之台テニスクラブ 本村 陽一 / 衛藤 寛

10 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
62 62  

G0013700 吉川 隆彦 武蔵野ローンテニスクラブ 本村 陽一 / 衛藤 寛

11 G0017426 海野 浩之 フラコテニスクラブ 61 60  

G0017440 石原 哲 フラコテニスクラブ 海野 浩之 / 石原 哲

12 G0018561 徳永 光昭 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 62 63  

G0016362 谷中 忠信 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 本村 陽一 / 衛藤 寛

13 G0019051 木許 一美 神宮外苑テニスクラブ 26 75 103 

G0000119 萩原 寛 明治神宮外苑テニスクラブ 織田 和雄 / 末木 一夫

14 G0014607 織田 和雄 鎌倉ローンテニスクラブ 61 63  

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

G0000117 末木 一夫 鎌倉ローンテニス倶楽部 石川 隆一 / 遠藤 信

15 bye 62 75  

bye 石川 隆一 / 遠藤 信

16 G0014050 8 石川 隆一 東急嶮山スポーツガーデン    A

G0008986 遠藤 信 泉パークタウンテニスクラブ 福本 順三郎 / 中島 国智

17 G0003013 3 水田 浩 プラムページテニスプラザ 62 76(7)  

G0000394 郡司 東男 金子ＧＴＡ 水田 浩 / 郡司 東男

18 bye    

bye 水田 浩 / 郡司 東男

19 G0014910 栗林 志郎 イースタンテニスクラブ 60 60  

G0012453 斉藤 績 協和発酵ケミカル㈱ 南波 良之 / 菅野 真彦

20 G0000093 南波 良之 石神井ローンテニスクラブ 63 63  

G0016330 菅野 真彦 石神井ローンテニスクラブ 水田 浩 / 郡司 東男

21 G0007276 浜野 紘二 横須賀ダイヤランドテニスクラブ 46 61 106 

G0017176 伊比 信一郎 横須賀ダイヤランドテニスクラブ 北洞 信也 / 植田 浩三

22 G0015486 北洞 信也 相模原グリーンテニスクラブ 64 75  

G0019035 植田 浩三 相模原グリーンテニスクラブ 北洞 信也 / 植田 浩三

23 G0016401 大澤 研二 武蔵野ローンテニスクラブ 75 62  

G0018237 平林 行夫 武蔵野ローンテニスクラブ 柴田 良一 / 神森 忠敏

24 G0010868 15 柴田 良一 ＢＲＵＧＥ 76(5) 36 106 

G0017732 神森 忠敏 赤門テニスクラブ 福本 順三郎 / 中島 国智

25 G0004513 11 福本 順三郎 ファミリーインドアテニスクラブ 46 64 104 

G0013734 中島 国智 横浜ガーデンテニスクラブ 福本 順三郎 / 中島 国智

26 bye    

bye 福本 順三郎 / 中島 国智

27 G0014172 澤村 孝之 船橋さくらテニスクラブ 63 60  

G0017625 山田 稔 鎌ヶ谷ひかりテニスクラブ 澤村 孝之 / 山田 稔

28 G0014765 佐藤 政雄 サトウＧＴＣ 63 75  

G0014840 幸田 和男 みかも山ＧＴＣ 福本 順三郎 / 中島 国智

29 G0016359 増田 統平 善福寺公園テニスクラブ 63 63  

G0014602 丸川 光正 善福寺公園テニスクラブ 長井 信 / 木村 英主

30 G0016156 長井 信 エストーレ    

G0017816 木村 英主 シチズンホールディングテニスクラブ 赤坂 欽一 / 松下 好友 F

31 bye 63 64  

bye 赤坂 欽一 / 松下 好友 福本 順三郎 / 中島 国智

32 G0012374 6 赤坂 欽一 名細テニスクラブ    
清水 道夫 / 山田 忠利

G0009000 松下 好友 キャンディ

76(2) 64

WINNER

清水 道夫 / 山田 忠利
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33 G0002059 5 遠藤 晃文 深谷市テニス協会

G0000101 高橋 勲 新座ローンテニスクラブ 遠藤 晃文 / 高橋 勲

34 bye    

bye 遠藤 晃文 / 高橋 勲

35 G0017362 西生 孝雄 湘南ファミリーＴ／Ｃ 36 63 108 

伊藤 厚 湘南テニスTC 森下 龍三 / 大草 正

36 G0016950 森下 龍三 明治神宮外苑テニスクラブ 36 63 106 

大草 正 神宮 T.C 遠藤 晃文 / 高橋 勲

37 G0012438 本田 国徳 相模原グリーンテニスクラブ 75 64  

G0018645 落合 康容 相原市テニス協会 本田 国徳 / 落合 康容

38 G0006229 山野 健 名細テニスクラブ 61 76(7)  

G0000902 石田 功 京王テニスクラブ 本田 国徳 / 落合 康容

39 bye 46 61 107 

bye 梅澤 健男 / 田畑 昭雄

40 G0011987 9 梅澤 健男 武蔵野ローンテニスクラブ    

G0018321 田畑 昭雄 成城スクエアテニスクラブ 遠藤 晃文 / 高橋 勲

41 G0018433 14 岡野 隆 明治神宮外苑テニスクラブ 36 63 106 

G0015575 倉田 昌 明治神宮外苑テニスクラブ 鉢蝋 修 / 成田 繁雄

42 G0000110 鉢蝋 修 和泉テニスクラブ 61 63  

G0017926 成田 繁雄 和泉テニスクラブ 鉢蝋 修 / 成田 繁雄

43 林 孝樹 八王子アイビーテニスクラブ 75 16 104 

深沢 悌造 八王子アイビーテニスクラブ 山下 昭男 / 飛鳥井 光治

44 G0018124 山下 昭男 チャンスＴＣ 63 64  

G0018411 飛鳥井 光治 厚木市テニス協会 鉢蝋 修 / 成田 繁雄

45 G0014929 冬木 嘉平次 国立競技場霞ヶ丘庭球場 62 64  

G0016316 府川 直弘 ミタカテニスクラブ 宇野 和之 / 谷本 友秀

46 G0013962 宇野 和之 湘南ファミリーテニスクラブ 60 60  

G0015407 谷本 友秀 湘南ファミリーＴＣ 宇野 和之 / 谷本 友秀

47 bye    W.O.

bye 阿部 欽亮 / 内藤 義雄

48 G0001517 4 阿部 欽亮 サンランドロイヤルテニスクラブ    B

G0008332 内藤 義雄 横浜ガーデンテニスクラブ 清水 道夫 / 山田 忠利

49 G0008352 7 山本 敏雄 横浜ガーデンテニスクラブ 64 63  

G0000386 佐野 繁昭 日本大学テニス部桜門会 山本 敏雄 / 佐野 繁昭

50 bye    

bye 山本 敏雄 / 佐野 繁昭

51 磯山 昭 横須賀ダイヤランドテニスクラブ 61 60  

G0016729 大橋 孝行 横須賀ダイヤランドテニスクラブ 梅原 一也 / 熊野 保

52 G0019065 梅原 一也 明治神宮外苑テニスクラブ    W.O.

熊野 保 東京都TA 清水 道夫 / 山田 忠利

53 G0008678 深見 栄司 京王テニスクラブ 16 63 107 

G0000412 上田 滋 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 深見 栄司 / 上田 滋

54 G0016878 杉田 剛 ライトテニスサークル 60 60  

G0000086 輪湖 晃 アドバンテージテニスクラブ 清水 道夫 / 山田 忠利

55 bye 60 60  

bye 清水 道夫 / 山田 忠利

56 G0002828 10 清水 道夫 成城スクエアテニスクラブ    

G0002060 山田 忠利 ブリヂストンスポーツ 清水 道夫 / 山田 忠利

57 G0000118 16 関根 輝久 京王テニスクラブ 67(1) 75 106 

G0007260 横山 征児 京王テニスクラブ 長坂 充郎 / 坂井 宣夫

58 G0013704 長坂 充郎 ミタカテニスクラブ 62 63  

G0014207 坂井 宣夫 美浜東テニスクラブ 長坂 充郎 / 坂井 宣夫

59 G0018944 井上 雅幾 とつかテニスクラブ 61 60  

G0017448 小川 正澄 フェニックススポーツ 本田 嘉郎 / 藤村 愼一

60 G0016188 本田 嘉郎 鷹之台テニスクラブ    W.O.

G0019026 藤村 愼一 ＴＴＣ（吉田記念テニス研修センター） 長坂 充郎 / 坂井 宣夫

61 G0013705 近藤 紘一 湘南ローンテニスクラブ 62 63  

G0018742 伊藤 泰朗 湘南ローンテニスクラブ 近藤 紘一 / 伊藤 泰朗

62 G0015458 小川 明雄 茨城県シニア連盟 63 63  

G0015459 高野 進 茨城県シニア連盟 中田 弘 / 酒井 国雄

63 bye 60 60  

bye 中田 弘 / 酒井 国雄

64 G0010320 2 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


