
35歳以上男子ダブルス
1R 2R SF F

池田貴司 （中国電力)

大林章 （中国電力)

友杉・亀山

前田明宏 （Ｋｅｎ’ｓインドアＴＳ) 62.75

渡辺元雄 （Ken'sインドアテニススクール) 友杉・亀山

友杉文哉 （トップランテニスカレッジ姫路) 67（4）.62.64

亀山忠次 （三井造船) 小山・岡名

76(3).67(4).63

小山紀三男 （とつかテニスクラブ)

岡名昭彦 （とつかテニスクラブ)

横尾・河西

57.63.62

松永一郎 （いのうえテニスガーデン)

藤村昇一 （いのうえテニスガーデン) 片山・福永

62.75

片山智彦 （M・Gテニスクラブ)

福永俊介 （SRIスポーツ（株）) 横尾・河西

64.63

加藤健一 （港区テニス連盟)

岸田剛 （明治神宮外苑テニスクラブ) 横尾・河西

62.63

横尾厚志 （マサスポーツシステム) シード

河西雅弘 （関東自動車工業)

2 横尾厚志

河西雅弘

3 池田貴司

大林章
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N-アセチルグルコサミン　カップ
第３２回全日本グラスコートベテランテニス選手権大会
（テイジンベテランJOP　グレードB1対象大会）
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40歳以上男子ダブルス
1R 2R SF F

木下浩法 （ファインヒルズテニスクラブ)

酒井田誠 （ファインヒルズテニスクラブ) 木下・酒井田

水野幸治 （常盤松テニス倶楽部) 63.62

小谷地雅人 （MARS-T) 平井・岩城

西尾昌信 （赤門テニスクラブ) 57.63.76（4）

石井孝次郎 （博報堂) 平井・岩城

平井豊 （Ｙ’ｏｕｒｓ　Ｋｏｂｅ　０５) W.O

岩城吉夫 （明石ファミリーＴＣ) 松石・谷

梅津英雄 （西福岡テニスクラブ) 5 5 RET

松尾正寛 （スパ　ウェルネス) 梅津・松尾

長谷川孝司 （西川口テニスクラブ) 36.63.64

深沢謙也 （ウエストグリーン) 松石・谷

松石和典 （MRAテニスプランニング) 64.46.63

谷征純 （東山グリーンＴＣ) 松石・谷

御代元 （明治神宮外苑テニスクラブ) 62.64

戸塚勝巳 （夢見ヶ崎ローンテニスクラブ) 松石・谷

福澤成能 （田園TC) 76(1).36.63

殿塚一奥 （ファインテニスアカデミー) 佐々木・北村

佐々木拓 （恵庭市役所) 75.75

北村達哉 （室蘭テニス協会) 矢作・長谷部

矢作淳 （アローズ) 62.61

長谷部健二 （ラケットショップキャビン) 矢作・長谷部

加藤進 （名古屋ローンテニスクラブ) 76（2）.64

加納隆之 （名古屋ローンテニスクラブ) 矢作・長谷部

小島和文 （鹿島ローンテニスクラブ) 62.61

永岡宏 （ブラッソ) 小島・永岡

山口政和 （エスタ諏訪野) 63.64

太田茂秀 （RKKルーデ゜ンステニスクラブ) 小島・永岡

栗本大資 （高松ローンTC) 63.64

箭内裕之 （高松ローンTC) 栗本・箭内

岡田和彦 （ダンロップスポーツ) 62.61 シード

立川博三 （星田テニスクラブ)

1 木下浩法

酒井田誠

2 岡田和彦

立川博三

3 加藤進

加納隆之

4 梅津英雄

松尾正寛
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45歳以上男子ダブルス
1R 2R SF F

鈴木光弘 （アイ・テニスクラブ)

佐藤明彦 （オレンジフィールド) 鈴木・佐藤

原口浩二 （ヨネックス（株）) 26.62.76（5）

岩本美智男 （ファインヒルズテニスクラブ) 鈴木・佐藤

加藤哲夫 （グランドスラム) 63.63

島田聡司 （ラック港南台テニスガーデン) 和知・武笠

和知利郎 （ブリヂストンスポーツ) 76（3）.16.76（3）

武笠輝久 （アップルテニスクラブ) 鈴木・佐藤

秋山敏行 （にこにこTC) 76(5).36.64

浜中義治 （Club　Hit) 秋山・浜中

岸田泰尚 （京王テニスクラブ) 62.61

市川雅幸 （YSC) 永冨・冨田

宇津淳 （YTO) 67(0).63.64

浜田信一 （国立競技場霞ヶ丘庭球場) 永冨・冨田

永冨一之 （ジオテックTC) 67（6）.75.62

冨田和義 （カクテル企画) 辻・佐藤

直木隆明 （三菱電機) 36.63.76(0)

進藤学 （芦屋国際ローンテニスクラブ) 前田・山田

前田瑞晴 （株式会社リコー) 64.36.64

山田辰巳 （うーさんず) 土橋・千頭

土橋直樹 （飯能優球人) 60.64

千頭政己 （チェリーテニスクラブ) 土橋・千頭

向川美智彦 （tennis.team-N's) 64.75

飯岡兼一 （夢見ヶ崎ローンテニスクラブ) 辻・佐藤

安藤修 （明治神宮外苑テニスクラブ) 36.63.64

佐々木隆治 （弘前テニスクラブ) 小路・村上

小路康男 （メビウス) 62.62

村上功 （プレイヤーズハウス) 辻・佐藤

紙谷和夫 （有限会社　紙谷工務店) 62.64

安富浩 （アストラル) 辻・佐藤

辻孝彦 （テニスユニバース) 62.60 シード

佐藤幸裕 （Ｓ・Ｔ・Ｐ)

1 鈴木光弘

佐藤明彦

2 辻孝彦

佐藤幸裕

3 向川美智彦

飯岡兼一

4 秋山敏行

浜中義治
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50歳以上男子ダブルス
1R 2R SF F

木下嘉夫 （ヨネックス)

吉原秀樹 （小平テニスクラブ)

木下・吉原

石井康義 （松戸ＴＣ) 75. 61

田原洋一 （高松LTC) 深野木・久世

深野木隆 （サステゴクラブ) 61.60

久世進 （サステゴクラブ) 坂本・坂本

坂本京一 （ブライトテニスセンター) 61.76(3)

坂本真一 （ブライトテニスセンター) 坂本・坂本

関水晴彦 （和泉テニスクラブ) 61.62

西本明弘 （和泉テニスクラブ) 坂本・坂本

原文雄 （豊中テニスクラブ) 63.62

松田光正 （ファミリーTC) 原・松田

蓮康夫 （和泉テニスクラブ) 61.64

稲場浩三 （阪急仁川テニスクラブ) 平田・廣岡

中村弘之 （福島県庁テニスクラブ) 63.16.63

羽鳥理 （橘倶楽部) 西垣・宮本

西垣彰二 （テニスユニバース) 61.64

宮本惠造 （明治神宮外苑TC) 西垣・宮本

今村克志 （クリーンビレッジテニスクラブ) 62.64

土橋博志 （グローバルアリーナ) 高瀬・藤崎

高瀬博明 （若久テニスクラブ) 63.26.63

藤崎英俊 （フジテニスクラブ) 平田・廣岡

末次秀成 （ザ・サクテゴクラブ) 60.61

岡本利治 （湘南テニスクラブ) 加古・大島

加古潤三郎 （Y’ours Kobe 04) 62.63

大島俊計 （Ａ．Ａ．Ａ) 平田・廣岡

宮崎雅 （カトレヤテニスガーデン鴻巣) 76(5).63

安部芳政 （千里丘テニスクラブ) 平田・廣岡

平田雅信 （国立インドアテニススポット) 63.62 シード

廣岡孝通 （TEAM　JANNU)

1 木下嘉夫

吉原秀樹

2 平田雅信

廣岡孝通

3 坂本京一

坂本真一

4 高瀬博明

藤崎英俊
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55歳以上男子ダブルス
1R 2R SF F

屋代春幸 （モリタテニス企画)

西谷豊 （モリタテニス企画)

屋代・西谷

小堀嘉朗 （サンランドロイヤルT.C) 63.62

池村辰夫 （神戸ローンＴＣ) 難波江・橋本

難波江学 （O.J.M) 61.75

橋本庄司 （ファミリーテニスクラブ) 屋代・西谷

川畑俊英 （チームT.K) W.O

太田和彦 （成蹊テニス会) 石田・成田

石田享司 （横浜スポーツマンクラブ) 57.63.64

成田周治 （流山グリーンＴＣ) 石田・成田

渡部訓寵 （五日市テニスクラブ) 76（4）.06.62

松岡正巳 （松永ローンテニスクラブ) 藤岡・廣石

藤岡修美 （スクランブル) 61.61

廣石睦 （スクランブル) 屋代・西谷

鈴木清幸 （日の出テニスクラブ) 62.75

田中大文 （浦安テニス協会) 原田・森下

原田治親 （愛日園テニスクラブ) 61.64

森下恭三 （筑紫野市テニス協会) 清水・井上

塩田和男 （アイ・テニスクラブ) 60.62

辻野博之 （アイテニスクラブ) 清水・井上

清水行海 （室蘭テニス協会) 64.63

井上則行 （日本航空) 清水・井上

上和田茂 （ディノテニスクラブ) 64.76（2）

振角俊一 （長崎県庁ローンテニスクラブ) 上和田・振角

高橋裕昭 （オレンジヒルテニスクラブ) 61.60

菊地譲二 （オレンジヒルテニスクラブ) 小幡・福井

63.61

小幡忠夫 （ファミリ－クラブ) シード

福井雄治 （ふくいテニスクラブ)

1 屋代春幸

西谷豊

2 小幡忠夫

福井雄治

3 清水行海

井上則行

4 川畑俊英

太田和彦
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60歳以上男子ダブルス
1R 2R SF F

寺田民雄 （デュポーム六甲倶楽部)

宮地昭人 （デュポーム六甲テニス倶楽部) 寺田・宮地

森田常樹 （プロ・モリタテニス企画) 62.63

百合野隆介 （モリタテニス企画) 寺田・宮地

松岡和雄 （大島フラワテニスガーデン) 63.75

吉本静三 （石神井ローンテニスクラブ) 福田・奥村

福田正 （アイ・テニスクラブ) 64.26.76（6）

奥村迪雄 （古川テニス企画) 渡瀬・髙西

渡瀬明男 （鹿児島ローンTC) 46.63.62

髙西賢 （奈良国際T.C) 渡瀬・髙西

徳永和夫 （九州大学ローンテニスクラブ) 61.62

永松岩雄 （航空自衛隊春日基地テニスクラブ) 渡瀬・髙西

中島健智 （名古屋ローンテニスクラブ) 61.62

松田克典 （岡崎ローンテニスクラブ) 入倉・入倉

入倉博 （挟間ローンテニスクラブ) 63.62

入倉啓二 （高松ローンテニスクラブ) 渡瀬・髙西

鶴達郎 （桜台テニスクラブ) 63.64

赤平保 （白樺ローンTC) 鶴・赤平

宮地俊樹 （明治神宮外苑テニスクラブ) 64.64

堀正三郎 （PCA) 郡司・福永

本村陽一 （ウエストグリーンテニスクラブ) 60.61

前田克己 （千葉田園テニス倶楽部) 郡司・福永

郡司東男 （金子ＧＴＡ) 62.62

福永修 （ecole-f) 郡司・福永

堀内秀郎 （イーグル) 36.62.62

小林仁 （宝塚ＰＬＴＣ) 中田・柳川

中田弘 （足立区テニス協会) 46.64.76（1）

柳川嘉夫 （小平テニスクラブ) 阿部・清水

衛藤寛 （鷹之台テニスクラブ) 76（2）.62

原良彦 （グリーンウッドテニスクラブ) 阿部・清水

阿部欽亮 （サンランドロイヤルテニスクラブ) 62.62 シード

清水道夫 （SGTクラブ)

1 寺田民雄

宮地昭人

2 阿部欽亮

清水道夫

3 渡瀬明男

髙西賢

4 郡司東男

福永修
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65歳以上男子ダブルス
1R 2R SF F

小篠輝章 （槻の森T.C)

田口正樹 （金町テニスガーデン) 小篠・田口

合瀬武久 （西福岡クレーン) 63.62

大野周二 （長住テニスクラブ) 小篠・田口

柴田政剛 （相模原グリーンテニスクラブ) 62.62

渡辺泰助 （相模原グリーンＴＣ) 柴田・渡辺

瀬村紘一 （ワカヤマＴＳ) 64.46.64

安藤経世 （ラケットハウスシード) 小篠・田口

水田浩 （プラムページテニスプラザ) W.O

崎口俊也 （九州国際テニスクラブ) 石川・田中

石川旺 （大磯TC) 61.61

田中正剛 （三菱重工) 石川・田中

阪口京二 （寒川ローンテニスクラブ) 76（6）.36.75

船引孝昭 （八王子アイビーテニスクラブ) 梅原・山野

梅原豊治 （徳山ローンテニスクラブ) 61.76（6）

山野健 （あたごTC) 小篠・田口

山本巖 （ウインビレッジT.C) 61.64

大石昌之 （宇品シーサイドTC) 片寄・池田

片寄文隆 （森林ロングウッドTC) 36.62.63

池田稔 （泉パークタウンTC) 浦崎・菅

福永崇 （ecole-f) 62.60

高田博紀 （阪神テニスショップ) 浦崎・菅

浦崎宏 （奈良国際テニスクラブ) 64.36.61

菅芳夫 （藤尾TC) 酒井・高橋

小松信 （成城スクエアテニスクラブ) 76(3).46.63

高橋敏雄 （成城スクエアテニスクラブ（SSQ）) 小暮・宮崎

小暮耕一郎 （長谷川香料) 76（3）.60

宮崎勝 （長谷川香料) 酒井・高橋

有本広見 （マサスポーツシステム) 60.61

瀧口勝 （三菱化学) 酒井・高橋

酒井国雄 （立川グリーンテニスクラブ) 62.63 シード

高橋勲 （光が丘テニスクラブ)

1 小篠輝章

田口正樹

2 酒井国雄

高橋勲

3 浦崎宏

菅芳夫

4 水田浩

崎口俊也
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70歳以上男子ダブルス
1R 2R SF F

土屋善二 （チーム・ダイヤモンド)

小杉照政 （チーム・ダイヤモンド)

石黒・藤原

石黒修 （田園テニスクラブ) 57.76（3）.62

藤原堅三 （ヤオスポーツ) 石黒・藤原

勝田茂 （サンスポーツテニスクラブ) 76（3）.64

向井龍義 （広ローンテニスクラブ) 猪熊・佐伯

谷野欽一 （若久テニスクラブ) 46.64.61

安陪亨 （筑豊TA)

猪熊・佐伯

藤田暎 （アキラI.T.C) 67(2).63.63

川端正志 （日本大学テニス部桜門会) 猪熊・佐伯

猪熊研二 （東京ローンテニスクラブ) 76（6）.67（5）.75

佐伯晴敏 （横浜ガーデンテニスクラブ) 古田・勝又

75.62

津城正 （福岡テニスクラブ)

鬼崎克利 （福岡テニスクラブ) 守屋・中川

64.67（8）.62

守屋明 （神戸ＬＴＣ)

中川裕之 （芦屋国際ＴＣ) 古田・勝又

三宅隆信 （名古屋ローンテニスクラブ) 61.63

須藤寛 （名古屋ローンテニスクラブ) 古田・勝又

古田壤 （RKKルーデンステニスクラブ) 76（8）.67（3）.61

勝又康次 （キリンクラブ) 古田・勝又

64.64

浅尾司 （小倉L.T.C.) シード

西村充生 （長住テニスクラブ)

1 土屋善二

小杉照政

2 浅尾司

西村充生
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75歳以上男子ダブルス
1R SF F

宮地邦雄 （コ・ス・パ光明池TG)

辻本朝男 （奈良国際TC)

岡・井上

岡誠 （親和テニスクラブ) W.O

井上貞夫 （春日市テニス協会) 岡・井上

弓削直人 （大野城TA) 62.67（5）.64

原田功 （山口春秋クラブ) 岡田・尾田

原田史郎 （芦屋国際ローンテニスクラブ) 61.75

中島榮一郎 （九州大学ローンテニスクラブ) 原田・中島

今村恒幸 （クリーンビレッジテニスクラブ) 64.75

鍋島幸次 （小倉ローンテニスクラブ) 岡田・尾田

16.62.63

シード

岡田進 （ロングウッド鈴鹿)

尾田行令 （ウエストテニスクラブ) 1 宮地邦雄

辻本朝男

80歳以上男子ダブルス
1R F

保科喜久男 （明治神宮外苑テニスクラブ)

松川徳次 （大野城市テニス協会) 保科・松川

白浜升章 （大野城テニス協会) 61.75

諸藤俶久 （福岡テニスクラブ) 築山・市丸

築山義昭 （大野城市テニス協会) 62.63

市丸正和 （北九州ウエストサイドテニスクラブ) 築山・市丸

牧村十二 （八柱テニスクラブ) 63.36.7‐4

小塩利一 （花見川グリーンテニスクラブ)

シード

1 保科喜久男

松川徳次
6

7

8

2

3

4

5

7 Bye

8

1

3

4

5

6

1

2 Bye


