
第73回 テイジン全日本ベテランテニス選手権

男子 35 歳以上　　ダブルス
JOPグレード：A 参加数：16

初-敗 B-8 B-4 準優勝 優勝
獲得ポイント 30 275 390 560 800

シード順位 ドローNo. 登録番号 氏名 所属
 1 G0016934 神田 寛之 ＴＳ奈良テニスクラブ 神田 寛之

G0017793 大滝 直義 舞鶴グリーンＴＣ 大滝 直義
G0017991 小口 善寛 ルネサンス天王町 75 64 大越 崇典
G0017143 小野 徹也 Ｔｚ－ｏｎｅ 武智 邦彦
G0016306 片山 英司 アイテニスクラブ 大越 崇典 63 75
G0015513 宮下 龍一朗 テニスアカデミースワベ 武智 邦彦
G0018318 大越 崇典 イーストタウンテニスクラブ 63 64 佐藤 政大
G0018311 武智 邦彦 コカ・コーラウエスト 道田 光

3～4 G0015774 佐藤 政大 サトウＧＴＣ 佐藤 政大 46 61 60
G0017779 道田 光 ＴＩ－Ｃｕｂｅ 道田 光
G0017836 関 宏隆 ローズＴＧ 76(4) 61 佐藤 政大
G0017169 藤沼 善紀 ＢＲＵＧＥ 道田 光
G0017708 中尾 岳 村田機械 中尾 岳 64 62
G0017661 小口 泰巨 村田機械 小口 泰巨
G0015961 印部 泰男 兵庫県南あわじ市役所 76(5) 76(5) 右近 貴志
G0018115 印部 俊雄 日本ペイント株式会社 綿谷 義樹
G0018425 山里 徳郎 こども音育ひろばリトモ 水本 圭治 46 63 64
G0019864 村田 智志 プロ・ＢＬＡＣＫ　ＳＯＸ 千古 哲也
G0018325 水本 圭治 第三庭球部 61 60 右近 貴志
G0018326 千古 哲也 Ｏｕｔ　Ｂｒｅａｋ 綿谷 義樹
G0017135 佐藤 仁則 葉山テニスクラブ 右近 貴志 62 46 63
G0015514 横山 督 大島フラワーテニスガーデン 綿谷 義樹

3～4 G0016514 右近 貴志 ＴＣコスパ御殿山 61 36 61 右近 貴志
G0016499 綿谷 義樹 パブリックテニス宝ヶ池 綿谷 義樹
G0015723 渡辺 温 三和ホームサービス株式会社 渡辺 温 57 63 76(9)
G0015831 久田 英登 難波徹ＮＡＭＰ 久田 英登
G0018556 中西 伸介 エルティーアイ株式会社 62 63 高橋 良昌
G0017720 中西 宏介 Ｈａｎｋｅｅｓ 黒田 貴臣
G0018536 明比 孝善 ＡＴＣ 高橋 良昌 62 61
G0018108 中岡 紳治 ホテル勝山 黒田 貴臣

 2 G0017023 高橋 良昌 サトウＧＴＣ 64 62
G0016341 黒田 貴臣 サトウＧＴＣ

シード順位
1 G0016934 神田 寛之 ＴＳ奈良テニスクラブ

G0017793 大滝 直義 舞鶴グリーンＴＣ
2 G0017023 高橋 良昌 サトウＧＴＣ

G0016341 黒田 貴臣 サトウＧＴＣ
3～4 G0015774 佐藤 政大 サトウＧＴＣ

G0017779 道田 光 ＴＩ－Ｃｕｂｅ
3～4 G0016514 右近 貴志 ＴＣコスパ御殿山

G0016499 綿谷 義樹 パブリックテニス宝ヶ池
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第73回 テイジン全日本ベテランテニス選手権

男子 40 歳以上　　ダブルス
JOPグレード：A 参加数：16

初-敗 B-8 B-4 準優勝 優勝

獲得ポイント 30 275 390 560 800

シード順位 ドローNo. 登録番号 氏名 所属

 1 G0001069 衛藤 斉 ＡｔｏＺ 衛藤 斉

G0014020 山根 紀生 Ａ　ｔｏ　Ｚ 山根 紀生

G0015636 近藤 翼 ＢＬＡＸ 63 60 師玉 紀章

G0015638 通生 繭 Ａ　ｔｏ　Ｚ 佐々木 博

G0017976 永井 潤 ルネサンス天王町 師玉 紀章 61 76(5)

G0018457 九里 孝之 ルネサンス天王町 佐々木 博

G0015724 師玉 紀章 アイ・テニスクラブ 61 62 山村 豊彦

G0013825 佐々木 博 ルーセントテニスクラブ奈良 岡田 和彦

3～4 G0000765 太田 茂晴 稲城市テニス連盟 山村 豊彦 64 63

G0001735 錦戸 洋昭 松戸市テニス協会 岡田 和彦

G0009031 山村 豊彦 みさとテニスクラブ 76(4) 26 62 山村 豊彦

G0002101 岡田 和彦 ダンロップスポーツ 岡田 和彦

G0014210 山下 幸志 グリーンヒルＴＣ　船橋 中本 九邦 63 64

G0002093 熊倉 賢二 明治神宮外苑テニスクラブ 金原 明範

G0001472 中本 九邦 ダイハツ工業㈱ 76(1) 75 木村 貴大

G0015951 金原 明範 土山’Ｓ 鍋谷 秀紀

G0017689 石坂 茂 ＺＯＯ 石坂 茂 62 62

G0017950 泉水 長宣 三菱化学㈱水島事業所 泉水 長宣

G0003014 水野 幸治 常磐松テニス倶楽部 62 76(1) 木村 貴大

G0010445 小谷地 雅人 ＭＡＲＳ－Ｔ 鍋谷 秀紀

G0002306 前田 明宏 Ｋｅｎ’ｓインドアテニススクール 木村 貴大 61 63

G0013933 佐々木 正明 ＪＩＴＣ 鍋谷 秀紀

3～4 G0014587 木村 貴大 ブリヂストンテニスハウス浦和 64 62 木村 貴大

G0017126 鍋谷 秀紀 東京都ＴＡ 鍋谷 秀紀

G0000283 矢作 淳 オールウェイズテニスクラブ 輿石 龍児 64 46 64

G0015737 長谷部 健二 ラケットショップキャビン 渡邊 哲

G0002086 輿石 龍児 川口市役所 63 61 輿石 龍児

G0015768 渡邊 哲 エリステニスクラブ 渡邊 哲

G0015973 増田 英倫 サンテニスクラブ 増田 英倫 75 60

Ｇ0018532 津浦 隆之 フィナリスタ 津浦 隆之

 2 G0014659 松堂 浩士 柳北テニスクラブ 64 64

G0015764 乾 建作 ＧＩＯＣＯ

シード順位
1 G0001069 衛藤 斉 ＡｔｏＺ

G0014020 山根 紀生 Ａ　ｔｏ　Ｚ
2 G0014659 松堂 浩士 柳北テニスクラブ

G0015764 乾 建作 ＧＩＯＣＯ
3～4 G0000765 太田 茂晴 稲城市テニス連盟

G0001735 錦戸 洋昭 松戸市テニス協会
3～4 G0014587 木村 貴大 ブリヂストンテニスハウス浦和

G0017126 鍋谷 秀紀 東京都ＴＡ
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第73回 テイジン全日本ベテランテニス選手権

男子 45 歳以上　　ダブルス
JOPグレード：A 参加数：16

初-敗 B-8 B-4 準優勝 優勝
獲得ポイント 30 275 390 560 800

シード順位 ドローNo. 登録番号 氏名 所属
 1 G0002809 佐藤 幸裕 Ｓ・Ｔ・Ｐ 佐藤 幸裕

G0015894 永岡 宏 ヨネックス 永岡 宏
G0014524 大倉 康典 スマイル 76(0) 63 佐藤 幸裕
G0016732 藤本 知生 スマイル 永岡 宏
G0007702 小林 伸輔 アイ・テニスクラブ 川橋 辰弘 64 75
G0018109 横溝 義博 アイ・テニスクラブ 白川 知恭
G0013839 川橋 辰弘 ＮＪＴＣ 75 64 佐藤 幸裕
G0007234 白川 知恭 ＮＪＴＣ 永岡 宏

3～4 G0002085 吉川 剛志 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 吉川 剛志 16 76(6) 63
G0001967 荷川取 浩 プロ・八景インドアテニススクール 荷川取 浩
G0001100 西村 昌晃 ヴァルブランシュテニスクラブ 63 63 吉川 剛志
G0001161 駒田 晋吾 ヴァルブランシュテニスクラブ 荷川取 浩
G0006120 大野 雅仁 横須賀テニスクラブ 加藤 進 63 62
G0006119 山森 大輔 横須賀テニスクラブ 加納 隆之
G0014680 加藤 進 名古屋ローンテニスクラブ 61 61 佐藤 幸裕
G0014678 加納 隆之 名古屋ローンテニスクラブ 永岡 宏
G0001115 平井 豊 Ｙ’ｏｕｒｓ　Ｋｏｂｅ　０５ 佐藤 康夫 64 36 75
G0005993 岩城 吉夫 明石ファミリーテニスクラブ 今井 宗丈
G0016693 佐藤 康夫 オクヤマテニスショップ 64 63 佐藤 康夫
G0017376 今井 宗丈 稲城市テニス連盟 今井 宗丈
G0011107 太田 正巳 アートヒルテニスクラブ 太田 正巳 62 76(6)
G0016171 高橋 雅夫 造幣局 高橋 雅夫

3～4 G0008912 原薗 裕之 アイ・テニスクラブ 63 61 辻 孝彦
G0004753 柳橋 秀典 ＶＡＳＳＩＥ 新城 実
G0017994 三井 勝彦 アクトスポーツクラブ 三井 勝彦 W.O
G0004523 大塚 裕之 ＴＡＳ 大塚 裕之
G0000280 赤木 信介 プロ・ＳＥＥＤテニスクラブ 26 76(3) 75 辻 孝彦
G0006828 大塚 正俊 流山グリーンテニスクラブ 新城 実
G0001733 梅津 英雄 西福岡テニスクラブ 辻 孝彦 63 60
G0002994 松尾 正寛 スパ・ウェルネス 新城 実

 2 G0000137 辻 孝彦 テニスユニバース 62 62
G0012331 新城 実 川口ゆの郷

シード順位
1 G0002809 佐藤 幸裕 Ｓ・Ｔ・Ｐ

G0015894 永岡 宏 ヨネックス
2 G0000137 辻 孝彦 テニスユニバース

G0012331 新城 実 川口ゆの郷
3～4 G0002085 吉川 剛志 鎌倉宮カントリーテニスクラブ

G0001967 荷川取 浩 プロ・八景インドアテニススクール
3～4 G0008912 原薗 裕之 アイ・テニスクラブ

G0004753 柳橋 秀典 ＶＡＳＳＩＥ
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第73回 テイジン全日本ベテランテニス選手権

男子 50 歳以上　　ダブルス
JOPグレード：A 参加数：16

初-敗 B-8 B-4 準優勝 優勝
獲得ポイント 30 275 390 560 800

シード順位 ドローNo. 登録番号 氏名 所属
 1 G0001928 廣岡 孝通 プロ・ＮＥＴＷＯＲＤ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 廣岡 孝通

G0014857 佐藤 明彦 リベラ仙台 佐藤 明彦
G0014605 髙柳 剛宏 プロバインズ 62 62 廣岡 孝通
G0013829 岸田 泰尚 京王テニスクラブ 佐藤 明彦
G0001405 吉村 真輝 米子西高校教員 島田 聡司 62 61
G0006310 鶴我 盛裕 アシニス 加藤 哲夫
G0010741 島田 聡司 ラック港南台テニスガーデン 62 61 廣岡 孝通
G0006943 加藤 哲夫 グランドスラム 佐藤 明彦

3～4 G0001171 木下 嘉夫 ヨネックス 木下 嘉夫 63 64
G0000189 吉原 秀樹 小平テニスクラブ 吉原 秀樹
G0003843 鈴木 肇 東名吉田グリーンテニスクラブ 76(3) 63 木下 嘉夫
G0004380 海野 広規 ウンノストロベリーテニス 吉原 秀樹
G0002872 土橋 直樹 飯能優球人 冨田 和義 57 63 62
G0005140 宮田 一登志 ミタカテニスクラブ 飯岡 兼一
G0004723 冨田 和義 カクテル企画 36 76(5) 76(12) 秋山 敏行
G0000236 飯岡 兼一 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ 浜中 義治
G0008925 浦田 幹男 港区テニス連盟 浦田 幹男 75 76(1)
G0014217 塩澤 正樹 リコー 塩澤 正樹
G0001180 辻本 叔彦 ＯＧスポーツ神崎川テニスクラブ 63 62 秋山 敏行
G0016906 倉辻 由浩 造幣局 浜中 義治
G0001116 加古 潤三郎 ユニバー神戸テニス倶楽部 秋山 敏行 36 64 63
G0002023 安部 芳政 プロ・レインボーＴＳ彩都 浜中 義治

3～4 G0006262 秋山 敏行 にこにこＴＣ 63 67(8) 63 秋山 敏行
G0007383 浜中 義治 ｃｌｕｂ　ＨＩＴ 浜中 義治
G0015808 中西 明仁 エーエヌテニス企画 飯沼 哲也 67(6) 64 63
G0015391 溝本 一人 ブリヂストンスポーツセールスジャパン㈱ 坂爪 操
G0014608 飯沼 哲也 テニスプラザ戸塚 63 75 島内 俊裕
G0016355 坂爪 操 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ 八木 良彦
G0018513 島内 俊裕 カクテル企画 島内 俊裕 61 64
G0018512 八木 良彦 チーム・メイ 八木 良彦

 2 G0000121 岩見 亮 ラウダ 57 76(7) 63
G0006134 鈴木 光弘 アイ・テニスクラブ

シード順位
1 G0001928 廣岡 孝通 プロ・ＮＥＴＷＯＲＤ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ

G0014857 佐藤 明彦 リベラ仙台
2 G0000121 岩見 亮 ラウダ

G0006134 鈴木 光弘 アイ・テニスクラブ
3～4 G0001171 木下 嘉夫 ヨネックス

G0000189 吉原 秀樹 小平テニスクラブ
3～4 G0006262 秋山 敏行 にこにこＴＣ

G0007383 浜中 義治 ｃｌｕｂ　ＨＩＴ
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第73回 テイジン全日本ベテランテニス選手権

男子 55 歳以上　　ダブルス
JOPグレード：A 参加数：16

初-敗 B-8 B-4 準優勝 優勝
獲得ポイント 30 275 390 560 800

シード順位 ドローNo. 登録番号 氏名 所属
 1 G0004725 中嶋 勤成 履正社学園専門学校 中嶋 勤成

G0001178 浜條 和弘 グランドスラム 浜條 和弘
G0012229 塩田 和男 アイテニスクラブ 61 61 中嶋 勤成
G0005452 稲場 浩三 アイ・テニスクラブ 浜條 和弘
G0000188 島村 信明 明治神宮外苑テニスクラブ 島村 信明 62 64
G0008828 山下 修二 ＴＥＮＮＥＸ 山下 修二
G0012286 佐藤 静也 サンランドロイヤルテニスクラブ 75 67(9) 64 秋山 郁夫
G0015467 池村 辰夫 神戸ローンテニスクラブ 藤賀 康穂

3～4 G0006588 藤崎 英俊 フジテニスクラブ 藤崎 英俊 63 75
G0001717 高瀬 博明 スプラージ 高瀬 博明
G0006513 坪倉 利孝 ユニバー神戸テニス倶楽部 64 76(6) 秋山 郁夫
G0002971 伏喜 裕久 高岡ロイヤルテニスクラブ 藤賀 康穂
G0001185 秋山 郁夫 川西市ローンテニスクラブ 秋山 郁夫 60 36 60
G0013710 藤賀 康穂 エリア’８７ 藤賀 康穂
G0000376 貝谷 朝清 エバーグリーンフォレスト横浜 75 63 丸井 良一
G0017764 中嶋 俊彦 横浜ガーデンＴ．Ｃ． 田中 英次
G0000576 清水 行海 室蘭テニス協会 清水 行海 64 64
G0003541 藤森 茂樹 ぐらんＰａ 藤森 茂樹
G0004611 井上 則行 千葉県テニス協会 64 26 75 清板 伸一郎
G0015753 宮本 恵造 明治神宮外苑テニスクラブ 大浦 康隆
G0006004 有本 英樹 名古屋グリーンテニスクラブ 清板 伸一郎 64 63
G0008857 宮代 睦己 名古屋グリーンテニスクラブ 大浦 康隆

3～4 G0012347 清板 伸一郎 Ｕ＆Ｓ 61 61 丸井 良一
G0000286 大浦 康隆 ヨコハマクラブ 田中 英次
G0000560 丸井 良一 丸井テニスクラブ 丸井 良一 26 64 75
G0002083 田中 英次 三和テニススクール 田中 英次
G0000164 太田 和彦 成蹊テニス会 64 62 丸井 良一
G0018256 ギャリー ターナ明治神宮外苑テニスクラブ 田中 英次
G0014518 露崎 博司 流山グリーンテニスクラブ 露崎 博司 61 63
G0014519 加藤 一郎 流山グリーンテニスクラブ 加藤 一郎

 2 G0004131 屋代 春幸 モリタテニス企画 46 76(0) 63
G0009185 高橋 裕昭 オレンジヒルテニスクラブ

シード順位
1 G0004725 中嶋 勤成 履正社学園専門学校

G0001178 浜條 和弘 グランドスラム
2 G0004131 屋代 春幸 モリタテニス企画

G0009185 高橋 裕昭 オレンジヒルテニスクラブ
3～4 G0006588 藤崎 英俊 フジテニスクラブ

G0001717 高瀬 博明 スプラージ
3～4 G0012347 清板 伸一郎 Ｕ＆Ｓ

G0000286 大浦 康隆 ヨコハマクラブ
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第73回 テイジン全日本ベテランテニス選手権

男子 60 歳以上　　ダブルス
JOPグレード：A 参加数：24

初-敗 B-16 B-8 B-4 準優勝 優勝
獲得ポイント 30 240 345 490 700 1000

シード順位 ドローNo. 登録番号 氏名 所属
 1 G0000172 竹下 友基 アイ・テニスクラブ 竹下 友基

G0001752 小幡 忠夫 ファミリークラブ 小幡 忠夫
BYE 竹下 友基
BYE 小幡 忠夫

G0001760 渡瀬 明男 鹿児島ローンテニスクラブ 髙西 賢 46 62 60
G0009512 福永 修 ｅｃｏｌｅ－ｆ 永井 隆
G0000893 髙西 賢 奈良国際Ｔ．Ｃ 63 60 竹下 友基
G0004314 永井 隆 前橋ローンテニスクラブ 小幡 忠夫
G0007408 石田 秀夫 横浜スポーツマンクラブ 橋本 庄司 61 62
G0007286 淵田 孝一 横浜スポーツマンクラブ 中ノ森 哲朗
G0007940 橋本 庄司 ファミリーテニスクラブ 46 62 64 辻本 豊
G0016933 中ノ森 哲朗 パナソニック電工ＴＣ 武田 彰

　　　 BYE 辻本 豊 75 62
BYE 武田 彰

5～8 G0017888 辻本 豊 花園テニスクラブ 竹下 友基
G0014733 武田 彰 成蹊テニス会 小幡 忠夫

3～4 G0001517 阿部 欽亮 サンランドロイヤルテニスクラブ 阿部 欽亮 63 63
G0000216 高尾 幸男 エリスＴＣ 高尾 幸男

　　　 BYE 阿部 欽亮
BYE 高尾 幸男

G0009635 宮地 俊樹 明治神宮外苑テニスクラブ 宮地 俊樹 61 63
G0000203 成田 周治 流山グリーンテニスクラブ 成田 周治
G0000394 郡司 東男 金子ＧＴＡ 36 64 63 阿部 欽亮
G0000146 松岡 和雄 大島フラワーテニスガーデン 高尾 幸男
G0009916 入倉 博 テニスカレッジ　ラフ 入倉 博 76(4) 76(2)
G0015450 入倉 啓二 高松ローンテニスクラブ 入倉 啓二
G0014551 横澤 規佐良 東京ローンテニスクラブ 76(4) 63 福田 正
G0004210 上原 久雄 高松ローンテニスクラブ 難波江 学

　　　 BYE 福田 正 62 63
BYE 難波江 学 竹下 友基

5～8 G0001214 福田 正 アイ・テニスクラブ 小幡 忠夫
G0001212 難波江 学 ＯＪＭ 64 64

5～8 G0015447 前田 克己 千葉田園テニスクラブ 前田 克己
G0015720 本村 陽一 ウエストグリーンテニスクラブ 本村 陽一

　　　 BYE 伊藤 達男
BYE 矢野マサヒロ

G0018379 伊藤 達男 三菱化学筑波 伊藤 達男 64 76(3)
G0012383 矢野 マサヒロ 小平テニスクラブ 矢野マサヒロ

G0000971 舘 裕之 チームＫＭＩ 75 64 伊藤 達男
G0018526 伊藤 伸夫 チームＫＭＩ 矢野マサヒロ
G0016586 百合野 隆介 木陽会 百合野隆介 64 61
G0016025 振角 俊一 長崎県庁ローンテニスクラブ 振角 俊一
G0007299 徳永 和夫 九州大学ローンテニスクラブ 46 63 76(1) 百合野隆介
G0001740 永松 岩雄 航空自衛隊春日基地 振角 俊一

　　　 BYE 宮地 昭人 64 62
BYE 小林 仁

3～4 G0010497 宮地 昭人 芦屋シーサイドテニス 麦 富栄
G0001852 小林 仁 宝塚ＰＬＴＣ 草野 貢二

5～8 G0002050 宮川 正夫 名古屋グリーンテニスクラブ 宮川 正夫 64 63
G0003352 上田 昇 東郷製作所 上田 昇

BYE 宮川 正夫
BYE 上田 昇

G0014050 石川 隆一 東急嶮山スポーツガーデン 石川 隆一 60 61
G0002739 諏訪 博信 エバーグリーンフォレスト横浜 諏訪 博信
G0015456 広瀬 雅行 パインテニスクラブ 64 57 64 麦 富栄
G0017649 島村 廣信 オーシャンズ１５ 草野 貢二
G0015068 尾頭 誠 稲毛フラワーテニスクラブ 石元 光典 36 76(4) 62
G0018477 塚本 宗茂 ナウシカＴＣ 沼本 敏
G0001516 石元 光典 高知スマイリングＴＣ 60 57 64 麦 富栄
G0001417 沼本 敏 高知ローンテニスクラブ 草野 貢二

　　　 BYE 麦 富栄 64 62
BYE 草野 貢二

 2 G0000218 麦 富栄 横須賀ダイヤランドテニスクラブ

G0000234 草野 貢二 町田ローンテニスクラブ

シード順位
1 G0000172 竹下 友基 アイ・テニスクラブ

G0001752 小幡 忠夫 ファミリークラブ
2 G0000218 麦 富栄 横須賀ダイヤランドテニスクラブ

G0000234 草野 貢二 町田ローンテニスクラブ
3～4 G0001517 阿部 欽亮 サンランドロイヤルテニスクラブ

G0000216 高尾 幸男 エリスＴＣ
3～4 G0010497 宮地 昭人 芦屋シーサイドテニス

G0001852 小林 仁 宝塚ＰＬＴＣ
5～8 G0017888 辻本 豊 花園テニスクラブ

G0014733 武田 彰 成蹊テニス会
5～8 G0001214 福田 正 アイ・テニスクラブ

G0001212 難波江 学 ＯＪＭ
5～8 G0015447 前田 克己 千葉田園テニスクラブ

G0015720 本村 陽一 ウエストグリーンテニスクラブ
5～8 G0002050 宮川 正夫 名古屋グリーンテニスクラブ

G0003352 上田 昇 東郷製作所
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第73回 テイジン全日本ベテランテニス選手権

男子 65 歳以上　　ダブルス
JOPグレード：A 参加数：24

初-敗 B-16 B-8 B-4 準優勝 優勝
獲得ポイント 30 240 345 490 700 1000

シード順位 ドローNo. 登録番号 氏名 所属
 1 G0012254 桐原 清徳 和泉テニスクラブ 桐原 清徳

G0000075 田口 正樹 金町テニスガーデン 田口 正樹
BYE 桐原 清徳
BYE 田口 正樹

WC G0016599 長島 徹 明治神宮外苑テニスクラブ 佐藤 雅之 61 62
G0016441 本井 満 ㈱ダンロップスポーツ 遠藤 晃文
G0000106 佐藤 雅之 霞ヶ関テニスパーク 64 63 桐原 清徳
G0002059 遠藤 晃文 深谷市テニス協会 田口 正樹
G0000932 秋山 政行 リックス西奈テニスクラブ 田代 哲夫 76(5) 63
G0000871 山本 巖 ウィンビレッジテニスクラブ 奥田 彦三郎

G0007658 田代 哲夫 グレイステニスクラブ 62 63 野村 嘉人
G0008271 奥田 彦三郎 星田テニスクラブ 寺田 民雄

　　　 BYE 野村 嘉人 64 67(5) 62
BYE 寺田 民雄

5～8 G0000977 野村 嘉人 岐阜ローンテニスクラブ 桐原 清徳
G0001506 寺田 民雄 アーバン六甲テニス倶楽部 田口 正樹

3～4 G0010320 中田 弘 足立区テニス協会 中田 弘 64 64
G0013735 酒井 国雄 立川グリーンテニスクラブ 酒井 国雄

　　　 BYE 中田 弘
BYE 酒井 国雄

G0002060 山田 忠利 ブリヂストンスポーツ 山田 忠利 64 46 63
G0002828 清水 道夫 成城スクエアテニスクラブ 清水 道夫
G0000950 川村 堯夫 東名吉田グリーンテニスクラブ 64 61 中田 弘
G0015473 貴志 修己 名細テニスクラブ 酒井 国雄
G0004513 福本 順三郎 ファミリーインドアテニスクラブ 福本 順三郎 62 57 61
G0014731 松田 克典 岡崎ローンテニスクラブ 松田 克典
G0005421 高田 弘 広島インドアＴＳ 62 67(3) 64 福本 順三郎

G0011303 大石 昌之 宇品シーサイドＴＣ 松田 克典
　　　 BYE 中島 國智 62 67(8) 62

BYE 中島 健智 桐原 清徳
5～8 G0013734 中島 國智 横浜ガーデンテニスクラブ 田口 正樹

G0013717 中島 健智 名古屋ローンテニス倶楽部 26 61 62
5～8 G0001070 奥村 迪雄 古川テニス企画 奥村 迪雄

G0002019 森田 常樹 プロ・モリタテニス企画 森田 常樹
　　　 BYE 高橋 勲

BYE 柳川 嘉夫
G0000101 高橋 勲 新座ローンテニスクラブ 高橋 勲 63 67(1) 63
G0011013 柳川 嘉夫 小平Ｔ．Ｃ 柳川 嘉夫
G0013688 戎 慶治 倉敷ローンテニスクラブ 62 61 高橋 勲
G0001461 吉国 修平 三菱ガス化学水島工場 柳川 嘉夫
G0012014 山中 一彦 結城テニスクラブ（ＹＴＣ） 山中 一彦 76(6) 61
G0000076 川緑 衛 高洲テニスクラブ 川緑 衛
G0006229 山野 健 名細テニスクラブ 60 61 今中 隆雄
G0004452 菅 芳夫 藤尾クラブ 赤坂 欽一

　　　 BYE 今中 隆雄 76(4) 16 61
BYE 赤坂 欽一

3～4 G0007381 今中 隆雄 ブルドンウィン 水田 浩
G0012374 赤坂 欽一 名細テニスクラブ 小篠 輝章

5～8 G0008112 河原 儀明 スクエアテニスクラブ 河原 儀明 61 63
G0014603 江口 正俊 名古屋ローンテニス倶楽部 江口 正俊

BYE 河原 儀明
BYE 江口 正俊

G0002595 内田 俊正 八幡山ローンテニスクラブ 梅澤　健男 64 60
G0014726 金谷 賢光 富士フィルム 田畑　昭雄
G0011987 梅澤 健男 武蔵野ローンテニスクラブ 64 63 水田 浩
G0018321 田畑 昭雄 成城スクエアテニスクラブ 小篠 輝章
G0000386 佐野 繁昭 日本大学テニス部桜門会 佐野 繁昭 46 64 62
G0008352 山本 敏雄 横浜ガーデンテニスクラブ 山本 敏雄
G0017877 吉岡 伸敏 甲子園テニスクラブ 64 62 水田 浩
G0006208 須藤 功一 中モズローンテニスクラブ 小篠 輝章

　　　 BYE 水田 浩 63 06 62
BYE 小篠 輝章

 2 G0003013 水田 浩 プラムページテニスプラザ

G0009037 小篠 輝章 槻の森テニスクラブ

シード順位
1 G0012254 桐原 清徳 和泉テニスクラブ

G0000075 田口 正樹 金町テニスガーデン
2 G0003013 水田 浩 プラムページテニスプラザ

G0009037 小篠 輝章 槻の森テニスクラブ
3～4 G0010320 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
3～4 G0007381 今中 隆雄 ブルドンウィン

G0012374 赤坂 欽一 名細テニスクラブ
5～8 G0000977 野村 嘉人 岐阜ローンテニスクラブ

G0001506 寺田 民雄 アーバン六甲テニス倶楽部
5～8 G0013734 中島 國智 横浜ガーデンテニスクラブ

G0013717 中島 健智 名古屋ローンテニス倶楽部
5～8 G0001070 奥村 迪雄 古川テニス企画

G0002019 森田 常樹 プロ・モリタテニス企画
5～8 G0007231 瀬村 紘一 ワカヤマテニススクール

G0004766 渡邊 奉昭 芦屋国際ローンテニスクラブ
補欠 G0008112 河原 儀明 スクエアテニスクラブ

G0014603 江口 正俊 名古屋ローンテニス倶楽部
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第73回 テイジン全日本ベテランテニス選手権
9月13日　シード数に誤りがありリドロー致しました

男子 70 歳以上　　ダブルス
JOPグレード：A 参加数：24

初-敗 B-16 B-8 B-4 準優勝 優勝
獲得ポイント 30 240 345 490 700 1000

シード順位 ドローNo. 登録番号 氏名 所属
 1 G0004373 猪熊 研二 東京ローンテニスクラブ 猪熊 研二

G0000063 藤井 道雄 東京ローンテニスクラブ 藤井 道雄
BYE 宮﨑 勝
BYE 小暮 耕一郎

G0000419 磯田 憲佑 フェニックススポーツ 宮﨑 勝 63 64
G0006020 後藤 達生 茅ヶ崎ローゼＴＣ 小暮 耕一郎
G0014345 宮﨑 勝 長谷川香料 62 75 浜上 光明
G0011431 小暮 耕一郎 長谷川香料 古谷 和男
G0001483 細川 啓二朗 高知ローンテニスクラブ 細川 啓二朗 46 64 62
G0001475 久米 徳一 徳島ローンテニスクラブ 久米 徳一
G0010787 伴野 松次郎 グリーンウッドテニスクラブ 63 36 64 浜上 光明
G0014629 藤田 元良 鷹之台テニスクラブ 古谷 和男

　　　 BYE 浜上 光明 61 62
BYE 古谷 和男

5～8 G0017266 浜上 光明 小平テニス倶楽部 浜上 光明
G0002063 古谷 和男 駒ヶ根テニス協会 古谷 和男

3～4 G0012083 船引 孝昭 八王子アイビーテニスクラブ 船引 孝昭 76(4) 75
G0000077 吉村 正 日本大学テニス部桜門会 吉村 正

　　　 BYE 船引 孝昭
BYE 吉村 正

G0002599 梅沢 洋二 月見野ローンテニスクラブ 梅沢 洋二 62 63
G0014766 宮崎 恒雄 名細ＳＣ 宮崎 恒雄
G0002003 小西 一三 プロ・名古屋ローンテニスクラブ 75 75 船引 孝昭
G0008025 片寄 文隆 森林ロングウッドテニスクラブ 吉村 正
G0001225 静 敬太郎 芦屋国際ローンテニスクラブ 静 敬太郎 67(2) 76(5) 61
G0013783 片山 誠三 こものテニスクラブ 片山 誠三
G0013676 近藤 健 名古屋グリーンテニスクラブ 63 46 61 有本 広見
G0018016 森尾 誠範 鳥取市ローンテニスクラブ 瀧口 勝

　　　 BYE 有本 広見 61 63
BYE 瀧口 勝 高田 博紀

5～8 G0000051 有本 広見 明治神宮外苑テニスクラブ 福永 崇
G0000104 瀧口 勝 三菱化学 75 63

5～8 G0002530 東 恭平 成城スクエアテニスクラブ 東 恭平
G0007437 高田 俊彦 川崎テニスクラブ 高田 俊彦

　　　 BYE 田中 正剛
BYE 玉水 義一

G0000089 田中 正剛 三菱重工業 田中 正剛 62 61
G0001240 玉水 義一 三菱重工神戸 玉水 義一
G0006382 齋藤 明徳 上郷グリーンヒルテニスクラブ 61 63 生川 芳久
G0000431 龍村 峻 鎌倉ローンテニス倶楽部 前田 忠昭
G0017760 万田 勝彦 八王子アイビーＴＣ 能勢 敏壽 36 64 64
G0014249 藤本 貴久 八王子アイビーテニスクラブ 鎌田 正樹
G0014188 能勢 敏壽 平岸ロイヤルテニスクラブ 61 63 生川 芳久
G0000583 鎌田 正樹 平岸ロイヤルテニスクラブ 前田 忠昭

　　　 BYE 生川 芳久 64 76(1)
BYE 前田 忠昭

3～4 G0005775 生川 芳久 東京ローンテニスクラブ 高田 博紀
G0002985 前田 忠昭 東京ローンテニスクラブ 福永 崇

5～8 G0001261 高田 博紀 阪神テニスショップ 高田 博紀 63 75
G0001227 福永 崇 ｅｃｏｌｅ－ｆ 福永 崇

BYE 高田 博紀
BYE 福永 崇

G0008641 中野 堯司 湘南ローンテニスクラブ 阪口 京二 75 61
G0014626 斉藤 端 鎌倉ローンテニス倶楽部 木下 正利
G0008564 阪口 京二 寒川ローンテニスクラブ 64 61 高田 博紀
G0014724 木下 正利 上郷グリーンヒル 福永 崇
G0012041 福山 岩男 アートヒルテニスクラブ 福山 岩男 46 63 63
G0017014 深井 克彦 ＣＴＡ 深井 克彦
G0009136 片山 隆三郎 鎌ヶ谷ひかりテニスクラブ 62 61 片岡 紀二
G0011933 正岡 勲 鷹之台テニスクラブ 伊藤 春生

　　　 BYE 片岡 紀二 61 61
BYE 伊藤 春生

 2 G0017713 片岡 紀二 高井戸ダイヤモンド・テニスクラブ

G0000433 伊藤 春生 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ

シード順位
1 G0004373 猪熊 研二 東京ローンテニスクラブ

G0000063 藤井 道雄 東京ローンテニスクラブ
2 G0017713 片岡 紀二 高井戸ダイヤモンド・テニスクラブ

G0000433 伊藤 春生 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ
3～4 G0012083 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
3～4 G0005775 生川 芳久 東京ローンテニスクラブ

G0002985 前田 忠昭 東京ローンテニスクラブ
5～8 G0017266 浜上 光明 小平テニス倶楽部

G0002063 古谷 和男 駒ヶ根テニス協会
5～8 G0000051 有本 広見 明治神宮外苑テニスクラブ

G0000104 瀧口 勝 三菱化学
5～8 G0002530 東 恭平 成城スクエアテニスクラブ

G0007437 高田 俊彦 川崎テニスクラブ
5～8 G0001261 高田 博紀 阪神テニスショップ

G0001227 福永 崇 ｅｃｏｌｅ－ｆ
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第73回 テイジン全日本ベテランテニス選手権

男子 75 歳以上　　ダブルス
JOPグレード：A 参加数：12

初-敗 B-8 B-4 準優勝 優勝
獲得ポイント 30 275 390 560 800

シード順位 ドローNo. 登録番号 氏名 所属
 1 G0000014 高瀬 健二 川崎テニスクラブ 高瀬 健二

G0000028 渡辺 聰 川崎テニスクラブ 渡辺 聰
BYE 橋本 秀夫
BYE 宮田 敏男

G0000060 宮地 邦雄 コスパ光明池テニスガーデン 橋本 秀夫 60 63
G0001411 浅尾 司 小倉ローンテニスクラブ 宮田 敏男
G0000638 橋本 秀夫 グリーンアカデミーテニスクラブ 57 62 63 橋本 秀夫
G0005673 宮田 敏男 名古屋ローンテニスクラブ 宮田 敏男

3～4 G0000033 勝田 茂 サンスポーツテニスクラブ 勝田 茂 64 76(1)
G0005266 鈴木 博武 横浜インターナショナルテニスコミュニティ 鈴木 博武

BYE 勝田 茂
BYE 鈴木 博武

G0000015 森田 徹 川崎テニスクラブ 辻本 明 62 60
G0012328 芳賀 芳男 新座ローンテニスクラブ 辻本 朝男
G0001877 辻本 明 奈良国際ＴＣ 06 63 75 土屋 善二
G0012337 辻本 朝男 奈良國際テニスクラブ 向井 龍義
G0001347 尾田 行令 ウェストテニスクラブ 津上 孟士 63 60
G0005513 岡 誠 親和テニスクラブ 辻田 裕司
G0002849 津上 孟士 和泉テニスクラブ 62 60 石黒 修
G0004474 辻田 裕司 新座ローンテニスクラブ 大澤 三千男

BYE 石黒 修 64 64
BYE 大澤 三千男

3～4 G0001903 石黒 修 プロ・田園テニスクラブ 土屋 善二
G0007406 大澤 三千男 横浜スポーツマンクラブ 向井 龍義
G0000986 三宅 隆信 名古屋ローンテニスクラブ 三宅 隆信 64 60
G0000968 須藤 寛 名古屋ローンテニスクラブ 須藤 寛
G0000027 中西 良夫 京王テニスクラブ 62 61 土屋 善二
G0012120 中谷 仁 横浜ガーデンテニスクラブ 向井 龍義

BYE 土屋 善二 46 64 63
BYE 向井 龍義

 2 G0000016 土屋 善二 チーム・ダイヤモンド
G0001796 向井 龍義 広ローンテニスクラブ

シード順位
1 G0000014 高瀬 健二 川崎テニスクラブ

G0000028 渡辺 聰 川崎テニスクラブ
2 G0000016 土屋 善二 チーム・ダイヤモンド

G0001796 向井 龍義 広ローンテニスクラブ
3～4 G0000033 勝田 茂 サンスポーツテニスクラブ

G0005266 鈴木 博武 横浜インターナショナルテニスコミュニティ
3～4 G0001903 石黒 修 プロ・田園テニスクラブ

G0007406 大澤 三千男 横浜スポーツマンクラブ
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第73回 テイジン全日本ベテランテニス選手権

男子 80 歳以上　　ダブルス
JOPグレード：A 参加数：8

初-敗 B-4 準優勝 優勝
獲得ポイント 30 315 450 640

シード順位 ドローNo. 登録番号 氏名 所属
 1 G0000042 矢澤 肇雄 フォレストテニスクラブ 中村 克宏

G0000409 西村 博 関町ローンテニスクラブ 小川 清
G0000710 中村 克宏 泉パークタウンテニスクラブ 75 06 7-4 森 成蹊
G0017796 小川 清 岩手県ロングテニスクラブ 川内 道雄
G0002569 伊藤 暢英 オレンジヒルテニスクラブ 森 成蹊 60 61
G0006261 山元 一夫 クレールＩＴＳ 川内 道雄
G0001249 森 成蹊 奈良国際テニスクラブ 63 61 渡辺 健一
G0000425 川内 道雄 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 佐野 健
G0000405 久武 安雄 湘南ローンテニスクラブ 渡辺 健一 63 63
G0008714 好士 浩司 横浜グリーンテニスクラブ 佐野 健
G0005286 渡辺 健一 芦屋国際ローンテニスクラブ 62 63 渡辺 健一
G0007998 佐野 健 甲子園テニスクラブ 佐野 健
G0004652 赤鹿 晃 園和テニスクラブ 赤鹿 晃 63 63
G0001235 滑川 良雄 神戸ローンテニス倶楽部 滑川 良雄

 2 G0001822 今村 恒幸 クリーンビレッジテニスクラブ 64 61
G0001812 弓削 直人 福岡県大野城市テニス協会

シード順位
1 G0000042 矢澤 肇雄 フォレストテニスクラブ

G0000409 西村 博 関町ローンテニスクラブ
2 G0001822 今村 恒幸 クリーンビレッジテニスクラブ

G0001812 弓削 直人 福岡県大野城市テニス協会
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