
35歳以上男子ダブルス
1R 2R SF F

Kenny James メガロス横浜
横尾　厚志 マサ・スポーツシステム

小谷地　雅人 MARS-T
水野　幸治 常磐松TC倶楽部
安藤　正人 日本航空
阿部　銀 千歳テニス協会
大林　章 中国電力㈱
池田　貴司 中国電力㈱

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

前田　明宏 Ken's　インドアTS
山下　兼康 コナミスポーツ
滝沢　仁 TENNIS  TEAM  TAKIZAWA

長谷川　博 稲城市テニス連盟

平野　剛 鎌倉LTC
岡部　整治 三井住友海上
立川　博三 星田TC
藤本　聡 産経新聞社
原田　心 横浜Deep　Blue シード
岡名　昭彦 戸塚TC

1 Kenny James
横尾　厚志

衛藤　斉 A to Z 2 衛藤　斉
山根　紀生 A to Z 山根　紀生
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40歳以上男子ダブルス
1R 2R SF F

錦戸　洋昭 松戸市テニス協会
辻　孝彦 テニスユニバース

長谷川　孝司 西川口TC
上間　康隆 湘南平TC
柳橋　秀典 Vassie
杉浦　嘉彦 江坂TCtr
木下　浩法 ファインヒルズTC
酒井田　誠 ファインヒルズTC
山口　政和 SCエスタ諏訪野
太田　茂秀 RKKルーデンスTC
戸塚　勝巳 夢見ヶ崎LTC
堀　雅一 倉敷ビバリーTC
佐々木　拓 恵庭市役所
北村　達哉 室蘭ﾃﾆｽ協会
梅津　英雄 西福岡TC
松尾　正寛 スパ　ウェルネス
御代　元 明治神宮外苑TC
石井　孝次郎 ㈱博報堂
箭内　裕之 高松LTC
栗本　大資 高松LTC
平井　豊 Y'ours Kobe 05 シード

岩城　吉夫 明石ファミリーTC
上原　大吾 高松LTC 1 錦戸　洋昭
土屋　陽一 京浜クラブ 辻　孝彦
松石　和典 MRAテニスプランニング 2 加藤　進
谷　征純 東山GrTC 加納　隆之

3 木下　浩法
酒井田　誠

加藤　進 名古屋LTC 4 平井　豊
加納　隆之 名古屋LTC 岩城　吉夫
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45歳以上男子ダブルス
1R 2R SF F

土橋　直樹 飯能TC
佐藤　幸裕 クレールインドアTS
岩本　美智男 ファインヒルズTC
鈴木　光弘 アイTC
武笠　輝久 アップルTC
和知　利郎 ブリヂストンスポーツ
紙谷　和夫 有限会社　紙谷工務店

安富　浩 アストラル
宮崎　雅 カトレヤTG鴻巣
安部　芳政 千里丘TC
賀来　祐輔 長住TC
木塚　信二 長住TC
前田　瑞晴 （株）リコー
保田　信一 ドリトル動物病院
向川　美智彦 夢見ヶ崎LTC
飯岡　兼一 夢見ヶ崎LTC
楠田　雅文 筑後の森TC
中原　淳一 筑後の森TC
中山　英人 ブライトTCtr
中島　英治 九州大学筑紫TC
安藤　修 明治神宮外苑TC
山田　眞幹 ﾏｻｽﾎﾟｰﾂｼｽﾃﾑ
島田　聡司 ラック港南台TG シード

加藤　哲夫 グランドスラム
藤原　慎一 藤原ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 1 土橋　直樹
原口　浩二 ﾖﾈｯｸｽ 佐藤　幸裕
高尾　秀一 サザンクロスTCtr 2 秋山　敏行
中川　勝範 Team  ADVANCE 浜中　義治
宇野　直樹 夢見ヶ崎LTC 3 島田　聡司
平田　雅信 国立インドアテニススポット 加藤　哲夫
秋山　敏行 にこにこTC 4 宮崎　雅
浜中　義治 Club　Hit 安部　芳政
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50歳以上男子ダブルス
1R 2R SF F

屋代　春幸 ファミリークラブ
西谷　豊  モリタテニス企画
蓮　康夫 和泉TC
神山　好弘 キリウTC
松﨑　繁高 高松LTC
大越　輝夫 高松LTC
末次 秀成 ｻﾞ･ｻｽﾃｺﾞｸﾗﾌﾞ
岡本 利治 湘南TC
坂本　京一 ブライトTCtr
坂本　真一 ブライトTCtr
久世　進 サステゴ・クラブ
深野木　隆 サステゴ・クラブ
原　文雄 豊中TC
松田　光正 ファミリー
清水　行海 室蘭テニス協会
井上　則行 日本航空
関水　晴彦 和泉TC
西本　明弘 和泉TC
原田　治親 愛日園TC
森下　恭三 筑紫野市テニス協会
西垣　彰二 テニスユニバース
宮本　惠造 明治神宮外苑TC
中山　晴彦 Sinone  Tennis  College シード

吉原　秀樹 小平TC
貝谷　朝清 夢見ヶ崎LTC 1 屋代　春幸
福寿　庸 夢見ヶ崎LTC 西谷　豊
高瀬　博明 若久TC 2 木下　嘉夫
藤崎　英俊 フジTC 廣岡　孝通
藤岡　修美 スクランブル 3 中山　晴彦
廣石　睦 スクランブル 吉原　秀樹
木下　嘉夫 ｶｸﾃﾙ企画 4 坂本　京一
廣岡　孝通 TEAM　JANNU 坂本　真一
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55歳以上男子ダブルス
1R 2R SF F

福田　正 アイTC
難波江　学 OJM

永井　隆 前橋LTC
太田　和彦 成蹊テニス会
鶴　達郎 桜台TC
直江　智 テニスユニバース
麦　富栄 横須賀ダイヤモンドTC

松岡　和雄 大島フラワーTG
塩田　和男 アイTC
山口　泰雄 神戸LTC
上和田　茂 ディノTC
幸野　照夫 ファーストTC
菊地　宏樹 ｲﾝﾌｨﾆﾃｨTC
菊地　幹樹 若草TC
徳永　和夫 ディノクラブ
永松　岩雄 航空自衛隊春日TC
上原　久雄 高松LTC
古賀　敏 高松LTC

川畑　俊英 チームT.K シード

横澤　規佐良 成蹊テニス会
宮地　俊樹 明治神宮外苑TC 1 福田　正
辰野　元文 金子GTA 難波江　学
入倉　博 狭間LTC 2 小幡　忠夫
入倉　啓二 高松LTC 福井　雄治

3 川畑　俊英
横澤　規佐良

小幡　忠夫 ファミリークラブ 4 麦　富栄
福井　雄治 ふくいTC 松岡　和雄

bye

bye

bye

3

4

5

1

2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



60歳以上男子ダブルス
1R 2R SF F

阿部　欽亮 サンランドロイヤルTC

郡司　東男 金子GTA

酒井　国雄 立川GrTC
中田　弘 足立区テニス協会
小幡　隆士 芦屋国際LTC
土井　捷三郎 ｳｲﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ九州TC
清水　道夫 SGTクラブ
石川　旺 大磯TC　
田中　康之 ｷﾛﾒｷTC
森　美彦 ｷﾛﾒｷTC
川中　保男 ﾁｯｿ水俣
池田　洋一 ｷﾛﾒｷTC
中島　健智 チェリーTC
森田　常樹 モリタテニス企画
梅原　豊治 徳山LTC
山野　健 あたごTC
古土井　悠 西条ﾛｲﾔﾙTC
三井　寿人 ｻｻﾞﾝｸﾛｽTCtr
奥村　迪雄 古川テニス企画
秋山　政行 リックス西奈TC
渡瀬　明男 鹿児島LTC シード

高西　賢 千里丘TC
河本　眞二 三原TG 1 阿部　欽亮
渡部　訓寵 五日市TC 郡司　東男
髙橋　勲 光が丘TC 2 寺田　民雄
遠藤　晃文 ペガサスTC 宮地　昭人
水田　浩 プラムページテニスプラザ 3 渡瀬　明男
本村　陽一 ウェストグリーンTC 高西　賢
寺田　民雄 デュポーム六甲TC 4 清水　道夫
宮地　昭人 デュポーム六甲TC 石川　旺
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65歳以上男子ダブルス
1R 2R SF F

田口　正樹 金町TG
高田　博紀 阪神テニスショップ
髙見　誠 町田LTC
山中　一彦 結城TC
柴田　政剛 相模原GrTC
渡辺　泰助 相模原GrTC
松村　勝之 熊本キリンクラブ
三雲　建次郎 狭間LTC
広瀬　均 ひろせTS
小西　一三 名古屋LTC
小暮　耕一郎 深谷市ﾃﾆｽ協会
宮崎　勝 長谷川香料
猪熊　研二 東京LTC
靜　敬太郎 芦屋国際LTC
小松　信 相模原GrTC
高橋　敏雄 フラコTC
阪口　京二 寒川LTC
船引　孝昭 八王子アイビーTC
金丸　敏彦 天王山クラブ
大崎　一雄 神戸ローンテニス倶楽部

今中　隆雄 ブルドンウィン
小篠　輝章 槻の森TC
瀬村　紘一 ワカヤマTS シード

福永　崇 ecole-f
池田　稔 泉パークタウンTC 1 田口　正樹
片寄　文隆 森林ロングウッドTC 高田　博紀
守屋　明 神戸LTC 2 有本　広見
村尾　光明 神戸LTC 瀧口　勝
大野　悦一 西南クラブ 3 瀬村　紘一
合瀬　武久 西福岡クレーン 福永　崇
有本　広見 マサスポーツシステム 4 広瀬　均
瀧口　勝 三菱化学 小西　一三
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70歳以上男子ダブルス
1R 2R SF F

勝田　茂 サンスポーツTC
向井　龍義 広LTC
古田　壌 ＲＫＫルーデンスTC
勝又　康次 熊本キリンクラブ
岡　誠 親和TC
河谷　久人 鹿島LTC
須藤　寛 名古屋LTC
三宅　隆信 名古屋LTC
渡辺　聰 川崎TC
藤原　堅三 ヤオスポーツ
小杉　照政 江戸川台TC
土屋　善二 チーム・ダイヤモンド
尾台　正司 明治神宮外苑TC
松岡　道弘 奈良国際TC
海津  潤太郎 国立競技場ﾃﾆｽ場 シード
加藤  文男 稲門TC
石黒　修 田園TC 1 勝田　茂
輿石　文麿 ﾗﾎﾟｰﾑあすなろRC 向井　龍義
浅尾　司 小倉LTC 2 伴野　松次郎
西村　充生 長住クラブ 福山　岩男
川端　正志 日本大学テニス部桜門会 3 須藤　寛
藤田　暎 アキラITC 三宅　隆信
伴野　松次郎 花見川GrTC 4 石黒　修
福山　岩男 アートヒルTC 輿石　文麿

75歳以上男子ダブルス
1R F

今村　恒幸 クリーンビレッジTC
鍋島　幸次 小倉LTC
宮地　邦雄 コスパ光明池TG
石川　哲二 東京LTC
辻本　朝男 奈良国際TC
岡田　進 ロングウッド鈴鹿 シード
伊藤　謙哉 石神井LTC
渡井　亘 アンナバンTC 1 今村　恒幸

鍋島　幸次

80歳以上男子ダブルス
1R F

赤鹿　晃 園和TC
水姓　勝敏 芦屋国際LTC
斉藤　諏恵一 千葉県シニアテニス連盟

前谷　晋次郎 千葉県シニアテニス連盟

松川　徳次 大野城市テニス協会
安尾　芳造 小倉TC シード
保科　喜久男 明治神宮外苑TC
朴澤　隼三 札幌テニス協会 1 赤鹿　晃

水姓　勝敏
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