
E1：第１０回 神奈川オープンベテランウインターテニス２０２２
男⼦ダブルス 50歳以上

登録No Seed Name 1R 2R QF SF F

1 G0020389 1 宮本 昭雄 京王テニスクラブ 優勝 ： 653
G0020193 吉⾒ 信孝 京王テニスクラブ 宮本 / 吉⾒ 準優勝 ： 457

2 bye    ベスト4 ： 320
bye 寺⽥ / 杉⽥ ベスト8 ： 223

3 G0024214 浅野 純也 MIRAI TENNIS ACADEMY W.O ベスト16 ： 155
吉本 誠 MIRAI TENNIS ACADEMY 寺⽥ / 杉⽥ 初戦敗退 ： 18

4 G0024478 寺⽥ 聖 Alles Meister 61 61
G0020017 杉⽥ 裕⼀ fellows SPORTS 寺⽥ / 杉⽥

5 G0025865 森 浩⼀郎 あざみ野ローンテニス 16 64 10-6
G0025862 浅野 新 あざみ野ローンテニスクラブ 森 / 浅野

6 bye    
bye ⾦本 / 脇⾕

7 bye 60 61
bye ⾦本 / 脇⾕

8 G0024467 5〜8 ⾦本 朗彦 GODAI港北    
G0025877 脇⾕ 浩司 横浜ガーデンテニスクラブ 徐 / 松本

9 G0021373 3〜4 浅場 敦 ウッドテニス W.O
G0020149 仙⽥ 浩⼀郎 あわっこくらぶ 浅場 / 仙⽥

10 bye    
bye 徐 / 松本

11 徐 理源 dSPACE Japan 62 63
松本 康樹 TEAM COKE 徐 / 松本

12 G0022168 ⽥中 周作 おはよーテニス W.O
三村 直⼈ ラティマー 徐 / 松本

13 G0024824 冨⼭ 友則 あわっこくらぶ 75 64
G0023207 ⽊村 伸⼆ あわっこくらぶ 冨⼭ / ⽊村

14 G0024625 洞澤 昇 テニスパーク湘南 61 62
G0025018 福永 修 旭ヶ丘テニスクラブ 中村 / 曽根

15 bye 75 62
bye 中村 / 曽根

16 G0020787 5〜8 中村 ⽂哉 GODAI船橋    WINNER
G0023829 曽根 克彦 ESSC ⻑⾕川 / ⼤川原

17 G0014659 5〜8 松堂 浩⼠ 台東区テニス協会 63 36 10-2
G0024688 ⾦⽥ 浩⼀ 新⽣銀⾏ 松堂 / ⾦⽥

18 bye    
bye ⾸藤 / 内⼭

19 bye 62 61
bye ⾸藤 / 内⼭

20 G0020992 ⾸藤 裕⾏ 鎌倉ローンテニスクラブ    
内⼭ 浩⼀ 鎌倉ローンテニスクラブ 広末 / 中⽥

21 G0023287 関⾕ 和良 シードアヤセテニスクラブ 63 63
G0023397 中垣 修 シードアヤセテニスクラブ ⽩井 / ⽥中

22 G0025410 ⽩井 浩⼀郎 Salesio Tennis Team 60 60
G0025702 ⽥中 繁明 DOC 広末 / 中⽥

23 bye 61 62
bye 広末 / 中⽥

24 G0019058 3〜4 広末 達也 AJTA    
G0022671 中⽥ 潤 内⽥洋⾏ ⻑⾕川 / ⼤川原

25 G0023012 5〜8 奥村 雄彦 葉⼭TC 64 62
G0025066 東樹 康之 ルネサンス天王町 奥村 / 東樹

26 bye    
bye 奥村 / 東樹

27 bye 64 64
bye 春原 / 奥村

28 G0018538 春原 洋⼀ Comrade    
G0024527 奥村 洋之 Comrade ⻑⾕川 / ⼤川原

29 G0023594 ⾼橋 和彦 開成グリーンテニスクラブ 62 63
G0010559 井上 和幸 開成グリーンTC ⾼橋 / 井上

30 G0023097 岡本 賢太 TTC 62 26 10-7
勝間 豊 横浜ガーデンTC ⻑⾕川 / ⼤川原

31 bye 64 62
bye ⻑⾕川 / ⼤川原

32 G0020499 2 ⻑⾕川 尚之 アポロコーストテニスクラブ       
G0018396 ⼤川原 知史 ロブィング


