
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 55歳以上

登録No Seed Name 1R 2R QF SF F

1 G0020906 1 ⼤⽥ 実 千代⽥区テニス協会 優勝 ： 653
G0021105 東 英昭 袖ヶ浦テニスクラブ ⼤⽥ / 東 準優勝 ： 457

2 bye    ベスト4 ： 320
bye ⼤⽥ / 東 ベスト8 ： 223

3 G0020082 津⽌ 孝太 東宝調布テニスクラブ 62 64 ベスト16 ： 155
G0022498 佐々⽊ 努 アレスマイスター ⼩⼭ / 尾崎 初戦敗退 ： 18

4 G0016002 ⼩⼭ 鑑明 テニスユナイテッド 61 62
G0025306 尾崎 慎⼀ ⻄が丘テニス場 佐藤 / ⾕

5 G0014984 牧野 寛 明治神宮外苑テニスクラブ W.O
G0018920 中野 康之 国⽴スポーツ科学センター 牧野 / 中野

6 bye    
bye 佐藤 / ⾕

7 bye 62 62
bye 佐藤 / ⾕

8 G0016693 5〜8 佐藤 康夫 ⼩⾦井市テニス連盟    
G0011081 ⾕ 嘉明 テニスユナイテッド 佐藤 / ⾕

9 G0002085 3〜4 吉川 剛志 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 60 75
G0019931 村上 憲⽣ 京王シルキーウインズ 吉川 / 村上

10 bye    
bye 吉川 / 村上

11 G0004911 河内 幾⽣ 駿河台LTC 62 61
G0023755 齋藤 雄健 フミヤテニススクール 河内 / 齋藤

12 G0025049 ⽮野 哲也 横浜グリーンテニスクラブ 61 64
G0023257 江川 崇 横浜グリーンテニスクラブ 吉川 / 村上

13 G0014772 市川 雅⾏ CTA個⼈会員 62 63
G0025699 ⼤⽯ 敏晴 横浜インターナショナルテニスコミュニティ 市川 / ⼤⽯

14 G0017001 星野 宏幸 東京グリーンテニスクラブ 36 62 10-5
G0021165 ⽥村 節 東京グリーンテニスクラブ 市川 / ⼤⽯

15 bye 57 75 10-2
bye ⾺賀 / 笹⽊

16 G0018910 5〜8 ⾺賀 信⼆ ラハイナ    WINNER
G0019924 笹⽊ 等 横須賀テニスクラブ 佐藤 / ⾕

17 G0021376 5〜8 ⽥渕 信太郎 タチバナクラブ 61 61
G0020190 中川 健 東京グリーンテニスクラブ ⽥渕 / 中川

18 bye    
bye 新井 / 井⽥

19 G0023577 村上 秀哉 GODAIテニスカレッジ港北校 64 60
G0025464 鳰原 隆 GODAI 港北 新井 / 井⽥

20 G0016108 新井 康央 アレスマイスター 61 63
井⽥ 邦夫 アレスマイスター 新井 / 井⽥

21 G0024899 福澤 成能 東京都TA 75 16 10-8
G0025187 ⻑澤 徹治 あいおいニッセイ同和損保 市川/⻄尾

22 G0014525 市川 雅幸 イースタンテニスクラブ W.O
G0000270 ⻄尾 昌信 ⾚⾨テニスクラブ 御代 / 伊関

23 bye 75 61
bye 御代 / 伊関

24 G0005106 3〜4 御代 元 明治神宮外苑テニスクラブ    
G0000269 伊関 亮 協和キリン 新井 / 井⽥

25 G0024741 5〜8 登⼭ 俊教 アレスマイスター 26 63 10-4
G0024533 松村 和晃 東京ウエルネス 登⼭ / 松村

26 bye    
bye 松川 / 藤井

27 bye 61 76(2)
bye 松川 / 藤井

28 G0025491 松川 茂雄 ⽴川グリーン    
G0023682 藤井 良成 ⽴川グリーンテニスクラブ ⽮野 / 彼島

29 G0002558 ⽯村 憲⼀ ワールドTC 64 63
G0024010 甲⽥ 正 サンブリッジTC本郷 ⼤橋 / ⼭脇

30 G0019094 ⼤橋 孝⼀ ライジングテニスクラブ 75 76(4)
G0017949 ⼭脇 賢⼆ 与野テニスクラブ ⽮野 / 彼島

31 bye 76(5) 61
bye ⽮野 / 彼島

32 G0015948 2 ⽮野 克彦 横浜ガーデンテニスクラブ       
G0021568 彼島 雄⼀郎 リコー


