
2012/4/5- 2012/4/22 男子ダブルス 70歳以上

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

1 G0007381 1 今中 隆雄 ブルドンウィン

G0009037 小篠 輝章 槻の森テニスクラブ 今中 隆雄 / 小篠 輝章

2 bye    

bye 今中 隆雄 / 小篠 輝章

3 G0013783 片山 誠三 こものテニスクラブ 63 61  

G0014728 伊藤 哲也 サンスポーツ 片山 誠三 / 伊藤 哲也

4 G0017760 万田 勝彦 八王子アイビーＴＣ 63 60  

G0014249 藤本 貴久 八王子アイビーテニスクラブ 今中 隆雄 / 小篠 輝章

5 G0006241 斉藤 征隆 立川グリーンテニスクラブ 60 60  

G0013728 木村 久正 武蔵野ローンテニスクラブ 斉藤 征隆 / 木村 久正

6 bye    

bye 岡崎 憲二 / 篠田 忠

7 bye 63 63  

bye 岡崎 憲二 / 篠田 忠

8 G0000088 岡崎 憲二 明治神宮外苑テニスクラブ    

G0015574 篠田 忠 明治神宮外苑テニスクラブ 今中 隆雄 / 小篠 輝章

9 G0000722 松本 政之 フォレストテニクラブ 61 64  

G0017062 関川 八郎 日高台テニスクラブ 松本 政之 / 関川 八郎

10 bye    

bye 松本 政之 / 関川 八郎

11 G0006020 後藤 達生 茅ヶ崎ローゼＴＣ 75 75  

G0002530 東 恭平 成城スクエアテニスクラブ 後藤 達生 / 東 恭平

12 G0000054 平野 健 鎌倉ローンテニスクラブ 75 75  

G0013703 新田 清 三井住友海上 宮川 光弘 / 古谷 和男

13 G0015559 菅 芳紀 国立霞ヶ丘 46 63 107 

G0009221 上平 清 パパステニスクラブ津久井 川口 勝章 / 藤田 元良

14 G0014767 川口 勝章 ＳＫＹＴＯＮ 61 63  

G0014629 藤田 元良 鷹之台テニスクラブ 宮川 光弘 / 古谷 和男

15 bye 76(3) 61  

bye 宮川 光弘 / 古谷 和男

16 G0000105 8 宮川 光弘 小平テニスクラブ    A

G0002063 古谷 和男 駒ヶ根テニス協会 香川 俊男 / 川緑 衛

17 G0000075 3 田口 正樹 金町テニスガーデン 62 76(3)  

G0009136 片山 隆三郎 鎌ヶ谷ひかりテニスクラブ 田口 正樹 / 片山 隆三郎

18 bye    

bye 田口 正樹 / 片山 隆三郎

19 G0006046 会本 俊彦 鎌倉ローンテニス倶楽部 36 60 107 

G0017788 井上 尚士 鎌倉ローンテニスクラブ 手嶋 貴和 / 土屋 音也

20 G0011790 手嶋 貴和 寒川ローンテニスクラブ 61 57 119 

G0018336 土屋 音也 寒川ローンテニスクラブ 香川 俊男 / 川緑 衛

21 G0016536 香川 俊男 千葉県テニス協会 61 62  

G0000076 川緑 衛 高洲テニスクラブ 香川 俊男 / 川緑 衛

22 G0007549 小松 信 成城スクエアテニスクラブ 62 60  

G0017156 寺尾 和芳 千葉田園テニスクラブ 香川 俊男 / 川緑 衛

23 bye 62 62  

bye 篠田 信征 / 小田切 勝雄

24 G0010144 篠田 信征 結城テニスクラブ    

G0010026 小田切 勝雄 結城テニスクラブ 香川 俊男 / 川緑 衛

25 G0011431 小暮 耕一郎 長谷川香料 61 62  

G0014345 宮崎 勝 長谷川香料 小暮 耕一郎 / 宮崎 勝

26 bye    

bye 長谷川 清 / 喜多方 直義

27 G0017744 矢能 徹 明治神宮外苑テニスクラブ 63 36 107 

G0005998 里見 健男 小石川インドアテニスクラブ 長谷川 清 / 喜多方 直義

28 G0014609 長谷川 清 サーブ 63 61  

G0001364 喜多方 直義 フォールート 片岡 紀二 / 田中 正剛

29 G0014724 木下 正利 上郷グリーンヒル 61 63  

G0008564 阪口 京二 寒川ローンテニスクラブ 木下 正利 / 阪口 京二

30 G0014942 坂牛 忠雄 ウエストグリーンテニスクラブ
61 62  

G0006662 小杉 照政 チーム・ダイヤモンド 片岡 紀二 / 田中 正剛 F

31 bye 61 62  

bye 片岡 紀二 / 田中 正剛

32 G0017713 5 片岡 紀二 高井戸ダイヤモンド・テニスクラブ    

G0000089 田中 正剛 三菱重工業

船引 孝昭 / 吉村 正 62 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

WINNER

香川 俊男 / 川緑 衛 香川 俊男 / 川緑 衛



2012/4/5- 2012/4/22 男子ダブルス 70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 G0000104 6 瀧口 勝 三菱化学

G0000051 有本 広見 明治神宮外苑テニスクラブ 瀧口 勝 / 有本 広見

34 bye    

bye 柴田 政剛 / 渡辺 泰助

35 G0009020 有本 誠一郎 鎌倉ローンテニス倶楽部 63 67(6) 107 

G0008641 中野 堯司 湘南ローンテニスクラブ 柴田 政剛 / 渡辺 泰助

36 G0010464 柴田 政剛 相模原グリーンテニスクラブ 62 61  

G0008588 渡辺 泰助 相模原グリーンＴＣ 柴田 政剛 / 渡辺 泰助

37 G0014899 塩澤 敞志 立野ローンテニスクラブ 62 46 105 

G0000592 芳川 雅勝 小樽テニス協会 塩澤 敞志 / 芳川 雅勝

38 G0014233 茅本 敏男 あざみ野ローンテニスクラブ 63 62  

G0011922 出口 正彦 成城スクエアテニスクラブ 大田 紀夫 / 和田 博興

39 bye 76(5) 16 119 

bye 大田 紀夫 / 和田 博興

40 G0012379 大田 紀夫 八柱テニスクラブ    

G0011947 和田 博興 鎌倉ローンテニスクラブ 柴田 政剛 / 渡辺 泰助

41 G0019006 橋本 義範 日本郵政グループ 64 76(6)  

小堺 信嘉 東京都TA 橋本 義範 / 小堺 信嘉

42 bye    

bye 高田 俊彦 / 磯田 憲佑

43 希代 文宏 千葉県テニス協会 61 62  

G0016541 安藤 洋之 ベアーズ 高田 俊彦 / 磯田 憲佑

44 G0007437 高田 俊彦 川崎テニスクラブ 63 61  

G0000419 磯田 憲佑 フェニックススポーツ 静 敬太郎 / 前田 忠昭

45 G0012677 菅野 正也 茨城県シニアテニス連盟 46 62 108 

G0016415 加藤 精一 みやぎいきいきテニス連盟 斎藤 端 / 龍村 峻

46 G0014626 斎藤 端 鎌倉ローンテニス倶楽部 64 63  

G0000431 龍村 峻 鎌倉ローンテニス倶楽部 静 敬太郎 / 前田 忠昭

47 bye    W.O.

bye 静 敬太郎 / 前田 忠昭

48 G0001225 4 静 敬太郎 芦屋国際ローンテニスクラブ    B

G0002985 前田 忠昭 東京ローンテニスクラブ 船引 孝昭 / 吉村 正

49 G0014766 7 宮崎 恒雄 名細ＳＣ 60 76(4)  

G0002599 梅沢 洋二 月見野ローンテニスクラブ 宮崎 恒雄 / 梅沢 洋二

50 bye    

bye 西 淳二 / 高野 修

51 本橋 治保 相模原ねんりんテニスクラブ
63 06 107 

小林 昶 相模原ねんりんテニスクラブ 西 淳二 / 高野 修

52 G0012818 西 淳二 中原テニスクラブ 76(0) 64  

G0010375 高野 修 小平テニスクラブ 西 淳二 / 高野 修

53 G0011089 高橋 敏雄 成城スクエアテニスクラブ 63 57 108 

G0011114 塩沢 清和 成城スクエアＴＣ 高橋 敏雄 / 塩沢 清和

54 G0006105 田辺 英三 横須賀ダイヤランドテニスクラブ
76(4) 62  

G0017830 渡辺 良夫 葉山テニスクラブ 高橋 敏雄 / 塩沢 清和

55 bye 62 75  

bye 津村 智一郎 / 梶田 靖治

56 G0014665 津村 智一郎 武蔵野ローンテニスクラブ    

G0014683 梶田 靖治 武蔵野ローンテニスクラブ 船引 孝昭 / 吉村 正

57 G0004992 菅井 實 東村山市テニス連盟 46 61 1412 

G0015648 真篠 宏明 Ａ＆Ａ西東京スポーツセンター 菅井 實 / 真篠 宏明

58 bye    

bye 元治 一雄 / 高原 寿雄

59 bye 62 63  

bye 元治 一雄 / 高原 寿雄

60 G0016176 元治 一雄 東京都テニス協会    

G0017999 高原 寿雄 平和台テニスクラブ 船引 孝昭 / 吉村 正

61 G0012162 伊藤 孝光 ケンウッドＴＣ 61 61  

G0015963 岡本 厚生 出光ルブ 小澤 琢磨 / 福地 康博

62 G0006224 小澤 琢磨 荏原ＳＳＣ    W.O.

G0013820 福地 康博 寒川ローンテニスクラブ 船引 孝昭 / 吉村 正

63 bye 62 60  

bye 船引 孝昭 / 吉村 正

64 G0012083 2 船引 孝昭 八王子アイビーテニスクラブ    

G0000077 吉村 正 日本大学テニス部桜門会


