
D：第13回ヨネックス杯 東日本オープンベテランテニス選手権大会

男子ダブルス 45歳以上
登録No Name 1R F

1 G0011526 石川 幸治 エーステニスアカデミー

G0016457 有賀 俊博 ニューフロンティアテニスクラブ 石川 幸治 / 有賀 俊博

2 G0017912 宮澤 保志 足利ローン

36 63 10-8 

WINNER

G0021744 松葉 直樹 足利ローン 石川 幸治 / 有賀 俊博

3 G0021446 太宰 真 リベラ仙台

61 75  

G0021232 佐々木 正明 ＤＩＡＳＳ中山 小谷地 雅人 / 水野 幸治

4 G0010445 小谷地 雅人 MARS-T

   W.O.

G0003014 水野 幸治 常盤松テニス倶楽部

   



D：第13回ヨネックス杯 東日本オープンベテランテニス選手権大会

男子ダブルス 50歳以上
登録No Name 1R SF F

1 G0019931 村上 憲生 シルキーウインズ

G0020906 大田 実 千代田区テニス協会 村上 憲生 / 大田 実

2 bye

   

bye 落合 聡 / 佐々木 拓

3 G0020220 鈴木 元彦 明治神宮外苑テニスクラブ

76(5) 06 12-10 

G0001540 鈴木 邦彦 インドアテニススクールベルズ 落合 聡 / 佐々木 拓

4 G0017076 落合 聡 サンテニスクラブ

57 63 10-5 

WINNER

G0003375 佐々木 拓 恵庭市役所 長谷川 孝司 / 臼井 武士

5 G0015373 深沢 謙也 ウエストグリーン

76(5) 63  

G0017345 高山 茂 志津テニスクラブ 深沢 謙也 / 高山 茂

6 G0017240 飛内 聖永 ＴＥＡＭ ＨＡＮＺＯ

36 75 10-4 

G0019977 今村 昭人 TEAM HANZO 長谷川 孝司 / 臼井 武士

7 G0018203 長島 貴幸 でこや

75 62  

G0003707 藤原 公浩 八戸シーガル 長谷川 孝司 / 臼井 武士

8 G0006368 長谷川 孝司 西川口テニスクラブ

63 63  

G0012289 臼井 武士 コナミスポーツ
   



D：第13回ヨネックス杯 東日本オープンベテランテニス選手権大会

男子ダブルス 55歳以上
登録No Name 1R F

1 G0014857 佐藤 明彦 リベラ仙台

G0011138 佐々木 隆治 弘前テニスクラブ 佐藤 明彦 / 佐々木 隆治

2 G0015765 紙谷 和夫 有限会社　紙谷工務店

60 61  

WINNER

G0022222 安富 浩 （有）紙谷工務店 佐藤 明彦 / 佐々木 隆治

3 G0020249 沼倉 明彦 泉パークタウンテニスクラブ

61 61  

横山 佳司 泉パークタウンテニスクラブ 沼倉 明彦 / 横山 佳司

4 G0000779 渡邉 幸夫 T&S新発田ITS

75 64  

G0008733 小松川 誠 上尾セントラルテニスクラブ

   



D：第13回ヨネックス杯 東日本オープンベテランテニス選手権大会

男子ダブルス 60歳以上
登録No Name 1R QF SF F

1 G0000376 貝谷 朝清 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ

G0001928 廣岡 孝通 プロ・KPI 貝谷 朝清 / 廣岡 孝通

2 bye

   

bye 貝谷 朝清 / 廣岡 孝通

3 G0020948 安斎 正郷 新座ローンTC

61 62  

G0003610 藤澤 光義 ＭＡＲＳ－Ｔ 安斎 正郷 / 藤澤 光義

4 G0009695 中村 祐一 船橋さくらテニスクラブ

16 64 10-7 

G0015509 浦野 健治 薮塚本町テニスクラブ 貝谷 朝清 / 廣岡 孝通

5 G0015453 馬 占江 八王子市テニス連盟

61 63  

G0019927 遠藤 和美 稲城市テニス連盟 馬 占江 / 遠藤 和美

6 bye

   

bye 馬 占江 / 遠藤 和美

7 bye

60 46 10-3 

bye 田口 正弘 / 白瀬 勉

8 G0020007 田口 正弘 亀の甲山テニスクラブ

   

WINNER

G0020252 白瀬 勉 KC’S 貝谷 朝清 / 廣岡 孝通

9 G0003017 皆川 勉 和泉テニスクラブ

63 64  

G0000663 吾妻 久泰 福島市役所 皆川 勉 / 吾妻 久泰

10 bye

   

bye 皆川 勉 / 吾妻 久泰

11 bye

64 64  

bye 漆畑 諭樹 / 露崎 博司

12 G0014785 漆畑 諭樹 新座ローンTC

   

G0014518 露崎 博司 流山グリーンテニスクラブ 皆川 勉 / 吾妻 久泰

13 G0015730 秋山 康夫 見川フリーT.C

60 46 10-3 

G0012112 佐伯 義夫 立川グリーンテニスクラブ 秋山 康夫 / 佐伯 義夫

14 bye

   

bye 鎌田 幸年 / 神山 好弘

15 bye

64 62  

bye 鎌田 幸年 / 神山 好弘

16 G0000755 鎌田 幸年 小金井市テニス連盟

   

G0013511 神山 好弘 キリウテニスクラブ

   



D：第13回ヨネックス杯 東日本オープンベテランテニス選手権大会

男子ダブルス 65歳以上
登録No Name 1R QF SF F

1 G0000218 麦 富栄 横須賀ダイヤランドテニスクラブ

G0000164 太田 和彦 成蹊テニス会 麦 富栄 / 太田 和彦

2 bye

   

bye 麦 富栄 / 太田 和彦

3 G0006136 三枝 猛志 亀の甲山TC

64 62  

G0000202 播本 裕司 上尾セントラルＴＣ 三枝 猛志 / 播本 裕司

4 G0000203 成田 周治 セントマリアホスピタルテニスクラブ

62 46 10-6 

G0007827 松本 正一 ウエストグリーンテニスクラブ 麦 富栄 / 太田 和彦

5 G0017375 由田 秀行 横河電機

61 63  

G0009635 宮地 俊樹 明治神宮外苑テニスクラブ 由田 秀行 / 宮地 俊樹

6 bye

   

bye 由田 秀行 / 宮地 俊樹

7 bye

62 57 10-5 

bye 三村 均 / 北村 悦朗

8 G0021787 三村 均 スワニエＴＣ

   

WINNER

G0020827 北村 悦朗 宮城県庁テニスクラブ 茂木 弘 / 伊藤 達男

9 G0017202 園田 哲夫 アドバンテージ

76(4) 63  

G0021958 遠藤 久実雄 千葉田園テニスクラブ 園田 哲夫 / 遠藤 久実雄

10 G0020347 大野 邦生 YSC

60 63  

G0019607 宮崎 俊彦 YSC 浅井 有一郎 / 上原 久雄

11 bye

62 76(3)  

bye 浅井 有一郎 / 上原 久雄

12 G0018665 浅井 有一郎 京王テニスクラブ

   

G0004210 上原 久雄 高松LTC 茂木 弘 / 伊藤 達男

13 G0002934 芳賀 修 瀬谷グリーンテニスクラブ

62 76(3)  

G0022508 高橋 隆 厚木国際テニスクラブ 芳賀 修 / 高橋 隆

14 G0020277 三浦 三津樹 パルTC

61 62  

G0021653 神 初見 東部テニスクラブ 茂木 弘 / 伊藤 達男

15 bye

61 75  

bye 茂木 弘 / 伊藤 達男

16 G0017291 茂木 弘 リベロ

   

G0018379 伊藤 達男 パサニアテニスクラブ

   



D：第13回ヨネックス杯 東日本オープンベテランテニス選手権大会

男子ダブルス 70歳以上
登録No Name 1R 2R QF SF F

1 G0020672 小野 隆夫 千葉田園テニスクラブ

G0017625 山田 稔 SKYTON 小野 隆夫 / 山田 稔

2 bye    

bye 小野 隆夫 / 山田 稔

3 G0014607 織田 和雄 鎌倉ローンテニス倶楽部    W.O.

G0020546 石川 忠敬 ＷＴＣ綾瀬 織田 和雄 / 石川 忠敬

4 G0000101 高橋 勲 新座ローンテニスクラブ 76(4) 62  

山野 健 名細テニスクラブ 小野 隆夫 / 山田 稔

5 G0017395 工藤 喜彌 山清テニスクラブ 64 75  

武藤 征五郎 山清テニスクラブ 工藤 喜彌 / 武藤 征五郎

6 bye    

bye 鉢蝋 修 / 成田 繁雄

7 bye 60 64  

bye 鉢蝋 修 / 成田 繁雄

8 G0000110 鉢蝋 修 和泉テニスクラブ    

G0017926 成田 繁雄 和泉テニスクラブ 和泉 博之 / 舟田 典夫

9 G0014998 和泉 博之 泉パークタウンTC 63 60  

G0000569 舟田 典夫 函館テニス倶楽部 和泉 博之 / 舟田 典夫

10 bye    

bye 和泉 博之 / 舟田 典夫

11 bye 62 61  

bye 森谷 直之 / 福田 和彦

12 G0006788 森谷 直之 小平テニス倶楽部    

G0012338 福田 和彦 リトルプリンステニスクラブ 和泉 博之 / 舟田 典夫

13 G0019536 鞘脇 正明 千葉県シニアテニスクラブ    W.O.

G0015366 富山 和義 いなげフラワーテニスクラブ 鞘脇 正明 / 富山 和義

14 bye    

bye 鞘脇 正明 / 富山 和義

15 bye 62 75  

bye 佐藤 政雄 / 本村 陽一

16 G0014765 佐藤 政雄 サトウGTC    WINNER
G0015720 本村 陽一 水郷インドアテニスアカデミー 和泉 博之 / 舟田 典夫

17 G0002060 山田 忠利 小平テニス倶楽部 62 63  
G0003013 水田 浩 殿山テニスガーデン 山田 忠利 / 水田 浩

18 bye    

bye 井上 雅幾 / 本田 嘉郎

19 bye 61 62  

bye 井上 雅幾 / 本田 嘉郎

20 G0018944 井上 雅幾 とつかテニスクラブ    

G0016188 本田 嘉郎 ルネサンス鷹之台テニスクラブ 中田 弘 / 衛藤 寛

21 G0018645 落合 康容 相模原ねんりんTC 64 62  

G0018124 山下 昭男 三菱化工機 落合 康容 / 山下 昭男

22 bye    

bye 中田 弘 / 衛藤 寛

23 bye 61 60  

bye 中田 弘 / 衛藤 寛

24 G0010320 中田 弘 足立区テニス協会    

G0014893 衛藤 寛 鷹之台テニスクラブ 中田 弘 / 衛藤 寛

25 G0019935 鈴木 孝平 大正セントラルテニスクラブ目白 63 62  

G0016156 長井 信 東宝調布テニスクラブ 鈴木 孝平 / 長井 信

26 bye    

bye 鈴木 孝平 / 長井 信

27 bye 75 63  

bye 佐藤 雅之 / 松下 好友

28 G0000106 佐藤 雅之 アプリテニスクラブ    

G0009000 松下 好友 キャンディ 須賀 賢司 / 柳川 嘉夫

29 G0021874 木村 宏明 泉パークタウンテニスクラブ 60 61  

菊池 俊朗 みやぎいきいきテニス連盟 木村 宏明 / 菊池 俊朗

30 bye    

bye 須賀 賢司 / 柳川 嘉夫

31 bye 62 60  

bye 須賀 賢司 / 柳川 嘉夫

32 G0015672 須賀 賢司 名細テニスクラブ       

G0011013 柳川 嘉夫 昭和の森テニスセンター



D：第13回ヨネックス杯 東日本オープンベテランテニス選手権大会

男子ダブルス 75歳以上
登録No Name 1R SF F

1 G0000076 川緑 衛 高洲テニスクラブ

G0012014 山中 一彦 結城T.C 川緑 衛 / 山中 一彦

2 G0019922 馬杉 秩彦 テニスガーデンレニックス

61 62  

G0017140 山本 正之 ヨコハマクラブ 川緑 衛 / 山中 一彦

3 G0016415 加藤 精一 みやぎいきいきテニス連盟

61 62  

G0012793 坂本 政祀 名取市テニス協会 松山 眞水 / 井澤 秀雄

4 G0005423 松山 眞水 泉パークタウンテニスクラブ

64 64  

WINNER

G0019964 井澤 秀雄 山形ロイヤルテニスクラブ 川緑 衛 / 山中 一彦

5 G0007280 神谷 義紀 江戸川台TC

62 62  

G0009461 漆川 芳國 産総研 神谷 義紀 / 漆川 芳國

6 G0012818 西 淳二 成城スクエアテニスクラブ

63 64  

G0008025 片寄 文隆 森林ロングウッドTC 神谷 義紀 / 漆川 芳國

7 G0014908 山内 志朗 船橋さくらテニスクラブ

60 64  

G0017156 寺尾 和芳 千葉田園テニスクラブ 小暮 耕一郎 / 宮崎 勝

8 G0011431 小暮 耕一郎 長谷川香料

64 61  

G0014345 宮崎 勝 長谷川香料
   


