
35歳以上男子ダブルス
1R 2R SF F

 辻 　 孝彦 テニスユニバース

Kenny James メガロス神奈川
辻・Kenny.J

WO
土屋　陽一 京浜クラブ
上原　大吾 高松ローンテニスクラブ 辻・Kenny.J

安藤　正人 日本航空 ７５７６（６）
阿部　銀 千歳テニス協会 安藤・阿部

平野　剛 鎌倉ローンテニスクラブ 2655ret
岡部　整治 三井住友海上 平野・岡部

佐々木正明 キリンＳＧ WO
前田明宏 Ken's  インドアTS 岡田・河口

湯原　勝義 柏原インドアテニスクラブ 6476(5)
梅川　和哉 Ａ　ｔｏ　Ｚ 太田・飯尾

太田　隆史 町田ローンテニスクラブ ＷＯ
飯尾　範彦 三菱電機 箭内・栗本

箭内　裕之 高松ローンテニスクラブ WO
栗本　大資 高松ローンテニスクラブ 岡田・河口

宗和　成司 大広 6461
堺　武司 トップランテニスカレッジ加古川 宗和・堺
水野　幸治 TENNIS  TEAM  TAKIZAWA 466162 岡田・河口

小谷地　雅人 MARS-T 6275
岡田　和彦 ダンロップスポーツ

河口　裕二 チームナカジマデンタル

シード

1  辻 　 孝彦
Kenny James
2 岡田　和彦
河口　裕二

40歳以上男子ダブルス
本戦

１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ

佐藤　幸裕 クレールインドアテニスクラブ

友岡　孝 東京ローンテニスクラブ

細井　聡 あすなろ印刷 佐藤・友岡

武笠　輝久 アップルテニスクラブ 末吉・中牟田 6161
末吉　徹也 日本航空 6363
中牟田　康 九州電力 佐藤・友岡

上間　康隆 湘南平ＴＣ 6261
大塚　正俊 流山グリーンＴＣ 平井・岩城

工藤　秀則 北海道警察 ４６６２７６（６）

尾崎　光時 ウィング 平井・岩城

平井　豊 Y'ours  Kobe  05 166063
岩城　吉夫 明石ファミリーTC 木下・酒井田

松尾　正寛 スパ　ウェルネス 6462
梅津　英雄 西福岡テニスクラブ 北村・佐々木

北村　達哉 室蘭テニス協会 ７６（７）６４
佐々木　拓 恵庭市役所 木下・酒井田

木下　浩法 ファインヒルズテニスクラブ ７６（４）６２
酒井田　誠 ファインヒルズテニスクラブ 木下・酒井田

松石　和典 MRAテニスクラブ 6362
谷　征純 東山.グリーンT.C. 松石・谷
太田　茂秀 ＲＫＫルーデンスＴ．Ｃ 6262 松石・谷 1 シード
山口　政和 エスタ諏訪野 ２６７６（５）７６（６）

浜中　義治 Club　Hit 2 佐藤　幸裕
秋山　敏行 Club　Hit 友岡　孝

3 浜中　義治
秋山 敏行
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45歳以上男子ダブルス
1R 2R SF F

吉原　秀樹 小平テニスクラブ
須藤　亨 にこにこT.C

吉原・須藤

604662
島村　信明 明治神宮外苑テニスクラブ

柳沢　学 富士見ヶ丘ローンテニスクラブ 土橋・廣岡

土橋　直樹 飯能テニス倶楽部 6162
廣岡　孝通 TEAM　JANNU 土橋・廣岡

秋山　郁夫 川西市ローンテニスクラブ 6462
西脇　寛 川西市ローンテニスクラブ 西垣・所
西垣　彰二 テニスユニバース 6362
所　眞人 大井町ファミリーテニスクラブ 土橋・廣岡

高坂　孝明 ダブルライン 6462
戸木　教夫 富士テニスクラブ 島田・用瀬

島田　聡司 ラック港南台テニスガーデン 6461
用瀬　修 湘南ハンドレッドT.C 徳永・平井

徳永　浩之 RKKルーデンステニスクラブ ６４７６（４）
平井　崇 キャンプ・ツー 関本・中山

上本　徳治 上本テニススクール 467561
安藤　修 明治神宮外苑テニスクラブ シード

関本・中山

6264 1 吉原　秀樹
関本　和秀 JR東日本東京 須藤　亨
中山　晴彦 松戸市テニス協会 2 関本　和秀

中山　晴彦

本戦
１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ

屋代　春幸 ファミリーテニスクラブ

西谷　豊 尼崎市役所
蓮　康夫 和泉テニスクラブ 屋代・西谷

吉田　一紀 クラレスポーツプラザ宝塚 原・緒方 6260
原　文雄 豊中テニスクラブ ７６（６）６７（４）６２

緒方　公生 ウインブルドン九州TC 屋代・西谷

井上　則行 日本航空 7562
清水　行海 室蘭テニス協会 高瀬・藤崎

大勝　省三 筑後の森テニスクラブ ６２７６（７）
原野　和雄 筑後の森テニスクラブ 高瀬・藤崎

高瀬　博明 若久テニスクラブ 6361
藤崎　英俊 フジテニスクラブ 屋代・西谷

深野木　隆 サステゴクラブ 76(4)75
久世　進 サステゴクラブ 深水・緒方

深水　良 ウインブルドン九州TC ７６（６）６２
緒方　周 ウインブルドン九州TC 川畑・土橋

川畑　俊英 チーム　T・K 752664
土橋　博志 グローバルアリーナ 川畑・土橋

稲場　浩三 阪急仁川　テニスクラブ WO
木元　典弘 阪急仁川　テニスクラブ 廣石・藤岡

廣石　睦 スクランブル 6362 廣石・藤岡

藤岡　修美 山陽小野田市役所 6275
貝谷　朝清 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ シード
皆川　勉 和泉テニスクラブ

1 屋代　春幸
西谷　豊
2 貝谷　朝清
皆川　勉
3 井上　則行
清水　行海
4 川畑　俊英
土橋　博志
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55歳以上男子ダブルス
本戦

１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ

福井　雄治 ふくいテニスクラブ

小幡　忠夫 ファミリークラブ
大沢　誠 深谷市テニス協会 福井・小幡

松本　好弘 フォーティ 上和田・徳永 6262
上和田　茂 九州大学ローンテニスクラブ 6462
徳永　和夫 九州大学ローンテニスクラブ 福井・小幡

阿部　欽亮 サンランドロイヤルテニスクラブ 6262
堀内　秀郎 イーグル 阿部・堀内

永井　隆 前橋ローンテニスクラブ 634661
鶴　達郎 桜台テニスクラブ 永井・鶴
菊地　幹樹 吉田記念テニス研修センター ６３７６（２）
幸野　照夫 安岐広域テニスクラブ 福井・小幡

我孫子　和夫 ミタカテニスクラブ WO
松浦　民三 ミタカテニスクラブ 田渕・津山

田渕　治文 佐賀グリーンテニスクラブ ７６（５）６４
津山　勝 佐賀グリーンテニスクラブ 田渕・津山

福田　正 グランドスラム 466362 シード
田代　晴宣 明治神宮外苑テニスクラブ 成田・西澤

片山　五郎 明治神宮外苑テニスクラブ 6364 1 福井　雄治
深見　栄司 明治神宮外苑テニスクラブ 上原・國澤 小幡　忠夫
上原　健嗣 法曹クラブ 166464 成田・西澤 2 成田　周治
國澤　政人 阪急仁川テニスクラブ 6163 西澤　英雄
成田　周治 流山グリーンテニスクラブ 3 阿部　欽亮
西澤　英雄 田園テニスクラブ 堀内　秀郎

4 福田　正
田代　晴宣

60歳以上男子ダブルス

本戦
１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ

村尾　光明 神戸ローンテニスクラブ

田口　正樹 金町テニスガーデン

堀井　清司 阪急仁川テニスクラブ 村尾・田口

高橋　勲 光が丘テニスクラブ 堀井・高橋 6363
横山　征児 狛江ローンテニスクラブ 6263
関根　輝久 狛江ローンテニスクラブ 村尾・田口

安藤　経世 ラケットハウス　シード 644675
合瀬　武久 西福岡クレーン 安藤・合瀬

松村　勝之 キリンクラブ ７６（４）６２
森　富雄 熊本テニスクラブ 松村・森
今中　隆雄 ブルドンウィン ２６７６（３）６４

松井　成男 庭仁貴知・TC 有本・渡邊

大蔵　文治 小倉ローンテニスクラブ 6376(3)
蓑田　宏 新日鉄穴生テニスクラブ 川中・池田

川中　保男 チッソ水俣 643662
池田　洋一 香椎クラシックテニスクラブ 瀬村・奥村

瀬村　紘一 ワカヤマＴＳ 466264 シード
奥村　迪雄 古川テニス企画 有本・渡邊

水田　浩 三菱化学 6363 1 村尾　光明
浦部　好富 三菱化学 水田・浦部 田口　正樹
中島　健智 チェリーテニスクラブ ６２７６（３） 有本・渡邊 2 有本　広見
鵜飼　勇夫 チェリーテニスクラブ 6164 渡邊　奉昭
有本　広見 マサスポーツシステム 3 安藤　経世
渡邊　奉昭 芦屋国際ローンテニスクラブ 合瀬　武久

4 瀬村　紘一
奥村　迪雄
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65歳以上男子ダブルス
本戦

１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ

広瀬　均 ひろせテニススクール

小西　一三 名古屋ローンテニスクラブ

勝又　康次 キリンクラブ 広瀬・小西

古田　壌 ＲＫＫルーデンスＴＣ 勝又・古田 ６１６７（３）７６（１）

向井　龍義 広ローンテニスクラウ 6364
土屋　善二 チームダイヤモンド 広瀬・小西

杉本　政司 別府ローンテニスクラブ 6264
大野　悦一 西南クラブ 杉本・大野

柳田　敏 大和テニスクラブ 6462
加藤　友美 ＶＩＬＬＡテニスクラブ 柳田・加藤

藤田　瑛 アキラI.T.C. 644675
川端　正志 マントミ TC 広瀬・小西

崎口　俊也 九州国際テニスクラブ 6360
生川　芳久 東京ローンテニスクラブ 崎口・生川

古川　慎一郎 小平テニスクラブ 6361
伊藤　元夫 富士見ヶ丘LTC 崎口・生川 シード
鈴木　康司 クラレスポーツプラザ宝塚 ６１７６（２）
守屋　明 芦屋国際ローンテニスクラブ 猪熊・南後 1 広瀬　均
会本　俊彦 鎌倉ローンテニス倶楽部 622661 小西　一三
中川　一紀 ミタカテニスクラブ 会本・中川 2 猪熊　研二
重松　隆矣 ウインブルドン九州TC 466264 猪熊・南後 南後　浩
西村　充生 長住TC ６７（４）７６（３）７６（２） 3 杉本　政司
猪熊　研二 東京ローンテニスクラブ 大野　悦一
南後　浩 SGTクラブ 4 鈴木　康司

守屋　明

70歳以上男子ダブルス
1R SF F

尾田　行令 ウエストテニスクラブ

坂上　日出夫 奈良国際ＬＴＣ 鈴木・宮地

鈴木　博武 横浜インターナショナルテニスコミュニティ 466063
宮地　邦雄 コ・ス・パ光明池テニスガーデン 鈴木・宮地

善野　史郎 甲子園テニスクラブ 6164
佐野　健 甲子園テニスクラブ 小畑・栗田

小畑　寿男 名古屋ローンテニス倶楽部 ４６６３７６（２）

栗田　俊男 刈谷テニスパーク 鈴木・宮地

森本　康彦 Ｂｉｗａ．Ｔ．Ｃ 6263
美濃岡　勲 志賀ＴＣ 本村・鍋島

本村　道生 小倉ローンテニスクラブ 6064 シード
鍋島　幸次 ＴＯＴＯ 松堂・松原

岡　誠 親和テニスクラブ ＷＯ 1 尾田　行令
長岡　千之 フェニックステニスクラブ 松堂・松原 坂上　日出夫
松堂　力 奈良国際ＬＴＣ ７６（５）６３ 2 松堂　力
松原　永次 桜台テニスクラブ 松原　永次
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75歳以上男子ダブルス
1R SF F

中村　啓秀 香枦園ＴＣ
赤鹿　晃 園和ＴＣ 中村・赤鹿

平川　幸雄 三菱電機 WO
柿原　憲二 熊壮会 中村・赤鹿

柳沢　彰 パパスTC若神子 6360
矢澤　肇雄 フォレストTC 保科・小塩

保科　喜久男 明治神宮外苑テニスクラブ 6064
小塩　利一 花見川グリーンＴＣ 山元・伊藤

今村　恒幸 クリーンビレッジＴＣ 755763
弓削　直人 大野城　Ｔ．Ａ 山元・伊藤

山元　一夫 マントミテニスクラブ ４６６２７６（４） シード
伊藤　暢英 オレンジヒルテニスクラブ 山元・伊藤

熊谷　更新 関町ローンテニスクラブ 6060 1 中村　啓秀
西村　博 関町ローンテニスクラブ 永島・今永 赤鹿　晃
永島　昭彦 武蔵野ローンTC 6360 2 永島　昭彦
今永　恭四郎 越谷グリーンTC 今永　恭四郎

80歳以上男子ダブルス

松川　徳次 大野城市Ｔ．Ａ
安尾　芳造 小倉ローンテニスクラブ

今野　丈雄 桜台ＴＣ
牧村　十二 八柱Ｔ．Ｃ
畑瀬　四郎 福岡テニスクラブ
田中　荒太 大野城市Ｔ．Ａ

１勝１敗 ２位

3 1636 3646 ０敗２敗 3

2 3626 6364

3  勝率 順位

1 6362 6163 ２勝０敗 １位
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