
第５０回（平成２９年度）

小田原サマーオープンダブルス大会

・一般の部

・ベテランの部
　　《(財)日本テニス協会公認ベテランJOP　F1・ワンコイン対象大会》

日　時 平成２９年８月２０日～９月１０日

場　所 小田原テニスガーデン（砂入人工芝）

主　催 小田原テニス協会
http://www.odawara-ta.org/

公　認 ベテランの部：(財)日本テニス協会

後　援 小田原市体育協会
南足柄市

協　賛 （株）ダンロップスポーツマーケティング



大　会　役　員

大会会長 岩本　良則

副会長 鈴木　武夫 八田　迪男

顧問 辻　修身 岸本　正彦

ディレクター 岩本　良則

レフェリー 高尾　俊之

アシスタントレフェリー 田中　邦男 小橋　創一 佐藤　琢也

大会役員 岸本　匡美 杉山　正洋 日比野　徹

米澤　孝男 服部　孝文 所　眞人

浅野　薫 林田　厚子 金谷　賢光

児玉　雅彦 中山　正治 手島　和子

鳥海　道江 山﨑　和真 太田満里子

福地　智典 横山　裕 杉本　裕介

内田　明男 森田　清司 櫻井　潤一

二見　一由 横山　昌明 後藤　恒治



　注意事項

１． 選手は日程表該当時間までに試合にはいれる状態で、ペアで揃って本部に出席を届けてください(厳守の事)。
該当時間までに届け出のない場合は棄権とします。

２． 試合進行は、本部前に掲示されたオーダーオブプレーにより行います。

３． 雨天でも原則として試合は実施します。コートにお集まりください。

４． 試合はトーナメント方式。各試合３セットマッチ（各セット6-6でﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）とします。
(ただし雨天で日程変更になった場合は６ゲームまたは８ゲームマッチとなる事があります。)

全試合ノーアドバンテージ方式を採用します。

５． 全試合、原則としてセルフジャッジにて行います。
サーバーはゲーム開始時のゲームカウント、サーブ前のポイントカウントをしっかりコールし
レシーバーの確認を確実にとり混乱のないよう進めてください。
なお、ロービングアンパイアが巡回し、選手の不正確な判定をオーバールール、および
フットフォールトのコールなどを実施する場合があります。

６． 試合球はダンロップフォート(イエロー)を本部より貸与します。

７． 試合前のウォームアップは５分以内とします。

８． ウォームアップ中・ゲーム中、ともにウエアはテニスウエアを着用のこと。
・公認ウエアを推奨いたしますが、本大会ではロゴの大きさ、数については制限しません。
・Tシャツは着用可としますが、イラスト/絵/写真などがプリントされていてテニスに
　ふさわしくない、と当日の担当レフェリーが判断した場合は、着用を禁止します。
・ウォームアップスーツ（上）は、ウォームアップ時のみ認められています。
・ベテランの部は、ゲーム中の長ズボンの着用が認められています。
・フェイスカバー（フェイスガード）は使用を禁止します。

９． 上記以外の競技ルールは、日本テニス協会テニスルールブック２０１７に準拠します。

１０． テニスコート内は、テニスシューズ以外では立ち入り禁止です。

１１． 当大会では傷害保険に加入しておりますが、不慮の事故については当協会は一切責任を負いかねます。
また、会場には医師・トレーナーは常駐しませんので、怪我等の手当てはプレーヤー自身でお願いします。

１２． 選手はレフェリー、大会本部の指示に従ってください。

１３． 日程を変更した場合は、小田原テニス協会ホームページに掲載します。

１４． 本大会はすべての選手を公平に扱います。

１５． ベテラン種目のドローは、日本テニス協会公式トーナメント競技規則に従って作成しています。
　・シードは、2017年6月30日付ベテランJOPランキングに基づき決定しています。
　・シード選手以外は、すべて抽選でドロー位置を決定しています。
一般種目のドローは、昨年同大会および本年度小田原テニス選手権（複）および
過去３年の戦績によってシードを決定しています。

１６． ベテラン種目でJTAに選手登録されている方が欠場される場合は、必ず文書にて欠場届けを提出してください。
（PDF化してﾒｰﾙ添付、または写真にしてﾒｰﾙ添付でもかまいません）
なお、病気・怪我などの場合は、大会終了までに、医師・病院の発行する診断書もお送りください。
一般種目は欠場届は提出の必要はありません。

１７． ゴミは各自で責任を持ってお持ち帰りください。（帰るとき、もう一度確認してください。）
また、テニスガーデンでは指定外は禁煙ですので注意してください。

１８． 会場の駐車スペースが不足していますのでご注意ください。

テニスガーデン駐車場が満杯の場合は信号の反対側の駐車場を使用してください。

道路や、ガーデン手前の橋の横のスペースには絶対に駐車しないこと。

駐車場は、８時３０分までは入れません。コート前の道路の停車も禁止です。
８時３０分までは、駐車場以外のトイレなど会場設備も使えません。

１９． その他、大会に関するお問合せは以下にお願いします。

Email：　 summer-info@odawara-ta.org　（岩本、高尾）
TEL：　 080-3407-1880(テニス協会専用：岩本) 080-1021-8599（高尾）

大会期間中の問い合わせは、午前９時以降、以下にて受け付けます。
大会専用電話 (TEL) ０８０－３４０７－１８８０

選手登録されている方の欠場届けの送り先
〒２５６－０８１６　　小田原市酒匂１－４－２８ 　岩本良則　宛
(Email) y-iwamoto480116@jcom.zaq.ne.jp



テニスウエア

テニスウエアとして常識的なものとしてください。
（左の例はOKです）
ITF・JTA公認ウエアを推奨いたしますが、
本大会では、メーカーロゴ、チーム名、については、数
や大きさの制限をいたしません。
ただし、イラストや絵、メーカーロゴやチーム名以外の
大きな文字のはいったものについては着用を禁止しま
す。

テニスウエアとしてふさわしくないと当日の担当レフェ
リーが判断した場合は、着用を禁止します、

ショーツ
スコート
パンツ

アディダスの３本ラインの長さの規制をいたしません。

以下は禁止する例です

イラスト、絵、背番号、メーカーロゴ・チーム名以外の
文字が目立つもの（大きさの目安：手のひらより大き
い）

これらは判断に迷うので、着用しないでください。

シャツ
セーター
上着



選手各位
　本大会に参加された、選手登録・プロフェッショナル登録済みの選手には、

　(財)日本テニス協会のベテランJOP 規定により、下記のポイントが与えられます。

第５０回小田原サマーオープンダブルス大会　ベテランJOP[F1]配点表

参加者数

a b c d e 優勝 準優勝 Best4 Best8 Best16 Best32 初戦敗者

35歳以上D

40歳以上D 3 ○ 65 45 3

45歳以上D 6 ○ 81 57 40 3

男 50歳以上D 9 ○ 92 65 45 31 3

子 55歳以上D 4 ○ 65 45 3

60歳以上D 7 ○ 81 57 40 3

65歳以上D 14 ○ 92 65 45 31 3

70歳以上D 9 ○ 92 65 45 31 3

75歳以上D 7 ○ 81 57 40 3

80歳以上D 3

35歳以上D 3

40歳以上D 3 ○ 65 45 3

45歳以上D 7 ○ 81 57 40 3

女 50歳以上D 13 ○ 92 65 45 31 3

子 55歳以上D 6 ○ 81 57 40 3

60歳以上D 4 ○ 65 45 3

65歳以上D 3 ○ 65 45 3

70歳以上D 8 ○ 81 57 40 3

75歳以上D

80歳以上D 3

注① 表中「a」は33ドロー以上、「b」は17～32 ドロー、「c」は9～16 ドロー、

「d」は5～8 ドロー、「e」は3～4 ドロー

② ３ドローの場合は、ラウンドロビンにより順位を決定し、１位、２位には優勝、準優勝の得点を与える。

３位には初戦敗退のポイントを与えられる

③ 初戦敗者とは初回戦がbyeで２回戦で敗れた場合も含む

④ ウォークオーバー（Ｗ．Ｏ）の場合、勝者は配点表のポイントが与えられる。

基準 選手に与えられるJOPポイント



会場：小田原テニスガーデン（砂入り人工芝）　住所：小田原市蓮正寺83番地の1

一般 D

1R（３～１６）
1R（１７～３０）
2R（１～１６）
2R（１７～３２)

9:30
10:30
12:00
13:00

QF
SF

9:30
12:00

F 9:30 　　予備日

35才以上 D （不成立）

40才以上 D
RR(1,2)
RR( 3)

RR(続き)

9:30
10:30
続き

　　予備日 　　予備日 　　予備日

男
45才以上 D 1R 13:00

SF
F

9:30
続き

　　予備日 　　予備日

子
50才以上 D

1R
QF

9:30
12:00

SF
F

10:30
続き

　　予備日 　　予備日

55才以上 D
1R
F

12:00
続き

　　予備日 　　予備日 　　予備日

60才以上 D 1R 10:30
SF
F

9:30
続き

　　予備日 　　予備日

65才以上 D 1R 9:30 QF 9:30 SF 10:30 F 9:30 　　予備日

70才以上 D 1R 10:30 QF 9:30 SF 10:30 F 10:30 　　予備日

75才以上 D 1R 10:30 SF 10:30 F 10:30 　　予備日 　　予備日

80才以上 D （不成立）

85才以上 D （不成立）

オーダーオブプレーは、当日発表します。

練習コートを用意します。用紙にお名前を記入のうえご利用ください。（9:00-9:20）

大会開催中専用電話　０８０－３４０７－１８８０

9月17日（日）

種目

8月20日（日） 8月27日（日） 9月2日（土） 9月11日（月）9月3日（日） 9月7日（木） 9月8日（金） 9月9日（土） 9月10日（日）



会場：小田原テニスガーデン（砂入り人工芝）　住所：小田原市蓮正寺83番地の1

一般 D
1R（３～３０）
2R（5,8,13,16,17,20,25,28）
2R(1-4,9-12,21-24,29-32）

12:00
13:00
14:00

QF
SF

9:30
12:00

F 9:30 予備日

35才以上 D （不成立） 　　

40才以上 D
RR(1,2)
RR( 3)
続き

9:30
10:30
続き

　　予備日 　　予備日

女
45才以上 D 1R 10:30

SF
F

9:30
続き

　　予備日 　　予備日

子
50才以上 D

1R
QF

9:30
13:00

SF
F

9:30
続き

　　予備日 　　予備日

55才以上 D 1R 9:30 SF 10:30 F 10:30 　　予備日 　　予備日 　　予備日

60才以上 D 1R 12:00 F 10:30 　　予備日 　　予備日 　　予備日 　　予備日

65才以上 D
RR(1,2)
RR( 3)
続き

9:30
10:30
続き

　　予備日 　　予備日

70才以上 D 1R 10:30 SF 10:30 F 12:00 　　予備日 　　予備日 　　予備日

75才以上 D （不成立）

80才以上 D （不成立）

85才以上 D （不成立）

オーダーオブプレーは、当日発表します。

練習コートを用意します。用紙にお名前を記入のうえご利用ください。（9:00-9:20）

大会開催中専用電話　０８０－３４０７－１８８０

9月3日（日） 9月7日（木） 9月8日（金） 9月9日（土） 9月10日（日） 9月11日（月） 9月17日（日）

種目

8月20日（日） 8月27日（日） 9月2日（土）



男子ダブルス 参加数(３０)

1R 2R QF SF F
池谷智隆 健楽園 池谷
長尾啓史 健楽園 長尾

bye 　 池谷
　 　 長尾

成田直史 Ｌ＆Ｍ　ＴＣ 岡田 64 61
糸川航太 開成グリ－ンＴＣ 中西
岡田　寛 開成グリ－ンＴＣ 63 46 62 池谷
中西祐人 開成グリ－ンＴＣ 長尾
米元健一 アクア 米元 64 64

井島健太郎 アクア 井島
小西敏博 富士フイルム足柄 63　62 藤島
山本恵士 フリ－ 竹ノ内

藤島謙太郎 富士通川崎 藤島 64 63
竹ノ内昌樹 富士通川崎 竹ノ内
保　俊也 アクア 76(2) 63 横山
秋山勇輝 ＢＥＡＴ　ＴＣ 川口
瀬戸義之 Ｌ＆Ｍ　ＴＣ 瀬戸 62 61
青木智史 Ｌ＆Ｍ　ＴＣ 青木
佐藤英吾 富士フイルム小田原 76(4) 61 青木
木下真治 フリ－ 竹内
強力則男 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ小田原 青木 64 36 62
井樋大貴 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ小田原 竹内
青木史大 フリ－ 63 61 横山
竹内　亮 フリ－ 川口
高砂拓真 富士フイルム㈱ 横山 75 76(3)
松田悠弥 富士フイルム㈱ 川口
横山洋一 Ｔｅａｍ　Ｍ 61 61 横山
川口泰明 Ｔｅａｍ　Ｍ 川口
松本弘康 フリ－ 井上 62 61
秋澤雄斗 フリ－ 大沢
井上和幸 ア－ルベルグテニスクラブ WO 竹村
大沢　健 Ｌ＆Ｍ　ＴＣ 綿貫
高橋和哉 オレンジヒルテニスクラブ 高橋 63 57 63
勝俣正信 オレンジヒルテニスクラブ 勝俣
倉前　宏 ア－ルベルグテニスクラブ 61 62 高橋
窪田　顕 アクア 勝俣
藤澤明磯 フリ－ 藤澤 46 64 76(2)
蒔田宗平 フリ－ 蒔田
狩野真範 健楽園 WO 遠藤
髙橋智英 健楽園 藤江
髙橋和彦 Ｌ＆Ｍテニスクラブ 髙橋 61 36 63
曽我直樹 ア－ルベルグテニスクラブ 曽我
坪井靖紀 鴨宮ＴＣ 62 63 遠藤
工藤慶太 鴨宮ＴＣ 藤江
髙橋昻希 開成グリ－ンＴＣ 遠藤 61 61
磯崎建太 開成グリ－ンＴＣ 藤江
遠藤健吉 富士見テニスクラブ 62 60 竹村
藤江塁吏 富士見テニスクラブ 綿貫
竹村大樹 神奈中テニススク－ル 竹村 64 61
綿貫友哉 神奈中テニススク－ル 綿貫
山口　哲 ＨＴＣ 61 62 竹村
中尾　浩 ＨＴＣ 綿貫
辻田和宏 開成グリ－ンＴＣ 田川 61 61

佐々木文洋 ア－ルベルグテニスクラブ 安藤
田川精一 エンドウテニススク－ル 60 61 竹村
安藤遼太 エンドウテニススク－ル 綿貫
金海　俊 富士フイルム足柄 金海 61 62
西野雅史 富士フイルム足柄 西野
篠浦康隆 フリ－バ－ド 62 60 松本
栄木　泰 フリ－ 宮城

bye 　 松本 46 62 64
　 　 宮城

松本佳大 富士見テニスクラブ
宮城志有人 アクア

シード順位
① 池谷智隆(健楽園),長尾啓史(健楽園)
② 松本佳大(富士見テニスクラブ),宮城志有人(アクア)
③ 瀬戸義之(Ｌ＆Ｍ　ＴＣ),青木智史(Ｌ＆Ｍ　ＴＣ)
④ 遠藤健吉(富士見テニスクラブ),藤江塁吏(富士見テニスクラブ)
⑤ 保　俊也(アクア),秋山勇輝(ＢＥＡＴ　ＴＣ)～

井上和幸(ア－ルベルグテニスクラブ),大沢　健(Ｌ＆Ｍ　ＴＣ)～

高橋和哉(オレンジヒルテニスクラブ),勝俣正信(オレンジヒルテニスクラブ)
⑧ 竹村大樹(神奈中テニススク－ル),綿貫友哉(神奈中テニススク－ル)
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女子ダブルス 参加数(２０)

1R 2R QF SF F
米山和子 ラ・メ－ルテニススク－ル 米山
成田清美 ラ・メ－ルテニススク－ル 成田

bye 　 米山
　 　 成田

長谷川奈緒子 富士見テニスクラブ 金指 63 57 51Ret
石橋さやか 大井町ファミリ－ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 熊谷
金指　歩 フリ－ 62 60 米山
熊谷小里 フリ－ 成田

石井菜里咲 Ｔｅａｍ　Ｍ 石井 75 60
石井道子 ベルエ－ルテニススク－ル 石井

bye 　 石井
　 　 石井

bye 　 山田 WO
　 　 杉山

山田孝江 フリ－ 熊倉
杉山美佳 Ｒａｆａｅｌ 大島
高橋美穂 神奈中テニススク－ル 高橋 61 61

立川亜沙美 神奈中テニススク－ル 立川
bye 　 高橋
　 　 立川

金　裕子 フリ－ 柳川 63 60
佐藤ひさの フリ－ 渡邉
柳川未紀 ラ　スリ－ズ 64 46 62 熊倉

渡邉由佳子 ベルエ－ルテニスクラブ 大島
乙山新子 ラ・メ－ルテニススク－ル 乙山 61 61
浅倉紀子 グリ－ンスカイ 浅倉

bye 　 熊倉
　 　 大島

bye 　 熊倉 63 61
　 　 大島

熊倉愛未 Ｔｅａｍ　Ｍ 熊倉
大島楓歩 Ｔｅａｍ　Ｍ 大島
西山洋子 Ｒａｆａｅｌ 西山 61 62
後藤和泉 ラ　スリ－ズ 後藤

bye 　 西山
　 　 後藤

bye 　 平田 26 63 62
　 　 山本

平田芽生 神奈中テニススク－ル 神部
山本菜奈 神奈中テニススク－ル 髙崎
加藤直美 ジョイフル 岩村 46 60 60
鷺谷好美 ジョイフル 阿部
岩村律恵 フリ－ 61 60 神部
阿部亜紀 フリ－ 髙崎

bye 　 神部 75 63
　 　 高崎

神部敦子 大井町ファミリ－テニスクラブ 平沼
髙崎圭子 大井町ファミリ－テニスクラブ 鈴木
片野良子 ラ　スリ－ズ 片野 46 61 60

巽　美智子 開成グリ－ンＴＣ 巽
bye 　 片野
　 　 巽

bye 　 高野 62 62
　 　 磯崎

高野祐希子 神奈中テニススク－ル 平沼
磯﨑愛純 神奈中テニススク－ル 鈴木

仲村奈保子 Ｔｅａｍ　Ｍ 平沼 60 61
北村由美子 Ｒａｆａｅｌ 鈴木

平沼　秋 ＹＳＣ 62 60 平沼
鈴木由香 ＹＳＣ 鈴木

bye 　 齋藤 64 75 
　 　 小林

齋藤智美 ア－ルベルグテニスクラブ
小林春菜 フリ－

12

シード順位
① 米山和子(ラ・メ－ルテニススク－ル),成田清美(ラ・メ－ルテニススク－ル)
② 齋藤智美(ア－ルベルグテニスクラブ),小林春菜(フリ－)
③ 神部敦子(大井町ファミリ－テニスクラブ),髙崎圭子(大井町ファミリ－テニスクラブ)
④ 高橋美穂(神奈中テニススク－ル),立川亜沙美(神奈中テニススク－ル)

31

32

26

27

28

29

30
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24
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19
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４５才以上　男子ダブルス

ｼｰﾄﾞ ﾎﾟｲﾝﾄ No 登録番号 氏名 所属 １Ｒ ＳＦ Ｆ
1 1279 G0014659 松堂浩士 台東区テニス協会 松堂

G0017268 古永浩祥 小平テニス倶楽部 古永
　 bye 　 有沢
　 　 　 長尾

G0022740 有沢恭吾 健楽園ＴＣ 有沢 36,62,64
長尾啓史 健楽園ＴＣ 長尾
山口　哲 ＨＴＣ 63 62 有沢
中尾　浩 ＨＴＣ 長尾
保　俊也 アクア 保 62,76(4)
安部隆司 大井町ファミリーＴＣ 安部
高橋和彦 Ｌ＆Ｍテニスクラブ 62 63 井上
曽我直樹 アールベルグテニスクラブ 大沢

　 bye 　 井上 36,75,75
　 　 　 大沢

2 3 G0010559 井上和幸 開成グリーンＴＣ

大沢　健 開成グリーンＴＣ

7

8

2

1

3

6

5

4

４０才以上　男子ダブルス
春山道男 秋場愛彦 小倉賢太郎

ｼｰﾄﾞ ﾎﾟｲﾝﾄ No 登録番号 氏名 所属 小山紀三男 吉田裕介 田中周作

1 40 春山道男 テニスプラザ戸塚

G0016346 小山紀三男 シダーズインドアテニススクール

G0021527 秋場愛彦 台東区テニス協会

G0022398 吉田裕介 台東区テニス協会

小倉賢太郎 大成建設㈱

G0022168 田中周作 大成建設㈱
３位

１－１

1

2

3 46 26 26 46 ０－２

26 26 62 64

得ｹﾞｰﾑ率 順位

１位

２位

勝敗

62 62 64 62 ２－０

５０才以上　男子ダブルス

ｼｰﾄﾞ ﾎﾟｲﾝﾄ No 登録番号 氏名 所属 １Ｒ QF ＳＦ Ｆ
1 539 G0021923 佐々木　努 アレスマイスター 佐々木

G0007377 土屋陽一 京浜クラブ 土屋
　 bye 　 佐々木
　 　 　 土屋

伊藤和正 クボタケミックス 伊藤 62 57 63
本村健治 開成グリーンＴＣ 本村
坪井靖紀 鴨宮ＴＣ 46 63 62 佐々木
岡本拓也 アクア 土屋
梶　篤司 ハングリーテニスクラブ 梶 64,64
関野彰久 ボム 関野

　 bye 　 梶
　 　 　 関野
　 bye 　 小沼 63 63
　 　 　 内藤

小沼達夫 三菱ガス化学 高橋
内藤文彦 三菱ガス化学 勝俣
田中　修 健楽園ＴＣ 田中 61,75
棚澤浩伸 健楽園ＴＣ 棚沢

　 bye 　 高橋
　 　 　 勝俣
　 bye 　 高橋 64 60
　 　 　 勝俣

24 高橋和哉 オレンジヒルテニスクラブ 高橋
G0006159 勝俣正信 オレンジヒルテニスクラブ 勝俣

深田和弘 アールベルグテニスクラブ 深田 62,62
藤肥　勉 アールベルグテニスクラブ 藤肥

　 bye 　 深田
　 　 　 藤肥
　 bye 　 岡部 WO
　 　 　 中村

2 24 G0022542 岡部定勝 エバーグリーンFT横浜

G0021205 中村雅彦 ＷＡＦＵ

7

8

2

1

3

6

5

4

14

15

16

9

10

11

12

13



５５才以上　男子ダブルス

ｼｰﾄﾞ ﾎﾟｲﾝﾄ No 登録番号 氏名 所属 １Ｒ Ｆ
1 1651 G0000377 福寿　庸 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ 福寿

G0010741 島田聡司 ラック港南台テニスガーデン 島田
G0022483 原　俊清 健楽園ＴＣ 63 63 福寿
申請中 藤井良成 立川グリーンテニスクラブ 島田

杉山安博 藤沢城南ＴＣ 片岡 62 62
沓掛一良 藤沢城南ＴＣ 剱持

24 G0016823 片岡誠一郎 オレンジヒルテニスクラブ WO
剱持孝治 オレンジヒルテニスクラブ

1

2

3

4

６０才以上　男子ダブルス

ｼｰﾄﾞ ﾎﾟｲﾝﾄ No 登録番号 氏名 所属 １Ｒ ＳＦ Ｆ
1 986 G0009185 高橋裕昭 オレンジヒルテニスクラブ 高橋

G0015419 二見朗由 オレンジヒルテニスクラブ 二見
　 bye 　 高橋
　 　 　 二見

74 G0015675 石井康義 松戸ＴＣ 安斎 63,62
G0015827 田原洋一 高松ＬＴＣ 宮下

753 G0020948 安斎正郷 新座ローンテニスクラブ WO 二見
G0001455 宮下恒郎 新座ローンテニスクラブ 田口

羽角廣幸 富士フイルム小田原 大塚 57,63,76(5)
長井昌俊 富士フイルム小田原 佐藤

116 G0022408 大塚直也 ＢＥＡＴ　ＴＣ 62 60 二見
G0021944 佐藤　均 寒川ローンテニスクラブ 田口

232 G0011185 二見一由 小田原テニス倶楽部 二見 76(3),67(4),76(4)
G0020007 田口正弘 小田原テニス倶楽部 田口

2 963 G0018621 土橋保友 オレンジヒルテニスクラブ 62 61
G0021977 平井　浩 健楽園ＴＣ

7

8

6

1

2

3

4

5

６５才以上　男子ダブルス

ｼｰﾄﾞ ﾎﾟｲﾝﾄ No 登録番号 氏名 所属 １Ｒ QF ＳＦ Ｆ
1 1732 G0002934 芳賀　修 瀬谷グリーンテニスクラブ 芳賀

G0016156 長井　信 東宝調府テニスクラブ 長井
　 bye 　 宮里
　 　 　 井上

35 G0020457 前田春雄 オレンジヒルテニスクラブ 宮里 36 76(5) 61
G0021280 福島修三郎 オレンジテニスクラブ 井上

宮里三郎 スターテニスクラブ 46 62 61 宮里
井上修二 宮の里テラスクラブ 井上

4 1311 G0000923 岩本良則 小田原ガ-デンＴＣ 岩本 61,46,64
G0006136 三枝猛志 亀の甲山テニスクラブ 三枝

3 G0018924 矢田部　弘 大森ＴＣ 64 75 岩本
G0017767 山本和功 大森ＴＣ 三枝

佐伯敏昭 日立小田原 村松 61 57 60
遠藤　章 富士フイルム小田原 堀川

292 G0007789 村松秀紀 湘南ファミリーテニスクラブ 61 60 淵田
堀川文夫 湘南ファミリーテニスクラブ 堀川

684 G0019072 植野直樹 ナイナイテニスクラブ 植野 62,75
G0018566 岩辺　滋 ナイナイテニスクラブ 岩辺

29 松本和明 八幡山ローンテニスクラブ 64 64 植野
G0020253 関野　訓 Ｚｉｐテニスクラブ 岩辺

三竹　博 健楽園ＴＣ 笠原 57 76(5) 64
西　洋三 健楽園ＴＣ 山科

3 1365 G0019605 笠原良一 湘南ファミリーテニスクラブ 63 60 淵田
G0015736 山科　律 湘南ファミリーテニスクラブ 堀川

230 G0000924 朝倉伸行 オレンジヒルテニスクラブ 浅倉 75,64
G0007658 田代哲夫 小田原ガーデンＴＣ 田代

杉野光洋 トモロウ 60 61 淵田
柴田芳一 トモロウ 堀川

　 bye 　 淵田 36 63 76(5)
　 　 　 堀川

2 1420 G0007286 淵田孝一 東宝調府テニスクラブ

G0017400 堀川道夫 流山グリーンテニスクラブ
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７０才以上　男子ダブルス

ｼｰﾄﾞ ﾎﾟｲﾝﾄ No 登録番号 氏名 所属 １Ｒ QF ＳＦ Ｆ
1 1881 G0014050 石川隆一 横浜ガ-デンＴＣ 石川

G0015557 樋爪光兵 横浜ガ-デンＴＣ 樋爪
　 bye 　 石川
　 　 　 樋爪

37 G0016878 杉田　剛 Ｓ．ＯＮＥグリーンテニスクラブ 杉田 57 76(7) 60
G0022358 角田　晃 シードアヤセテニスクラブ 角田

杉田芳彦 小田高テニス部OB会 26 76(4) 62 井上
白井　渉 一般 星井

890 G0018944 井上雅幾 とつかテニスクラブ 井上 64,62
G0020033 星井　眞 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 星井

　 bye 　 井上
　 　 　 星井
　 bye 　 宇野 63 26 60
　 　 　 谷本

675 G0013962 宇野和之 湘南ファミリーテニスクラブ 井上
G0015407 谷本友秀 湘南ファミリーテニスクラブ 星井

山根尚武 トモロウ 山根 63,75
奥原英明 トモロウ 奥原

　 bye 　 石川
　 　 　 織田
　 bye 　 石川 60 61
　 　 　 織田

1290 G0020546 石川忠敬 ウッディテニスクラブ綾瀬 山下
G0014607 織田和雄 鎌倉ローンテニス倶楽部 飛鳥井

40 G0021149 水上和雄 開成グリーンＴＣ 水上 75,16,61
吉永秀臣 足柄ローンテニスクラブ 吉永

　 bye 　 山下
　 　 　 飛鳥井
　 bye 　 山下 60 62
　 　 　 飛鳥井

2 1527 G0018124 山下昭男 三菱化工機

G0018411 飛鳥井光治 厚木市テニス協会
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７５才以上　男子ダブルス

ｼｰﾄﾞ ﾎﾟｲﾝﾄ No 登録番号 氏名 所属 １Ｒ ＳＦ Ｆ
1 2728 G0009020 有本誠一郎 鎌倉ローンテニスクラブ 有本

G0014724 木下正利 鎌倉宮カントリーＴＣ 木下

　 bye 　 有本

　 　 　 木下

77 G0020178 吉田哲雄 寒川ローンテニスクラブ 吉田 64 63

G0011790 手嶋貴和 寒川ローンテニスクラブ 手嶋

40 G0017690 高橋辰男 大井町ファミリーテニスクラブ 61 63 有本

大沼達正 八幡山ローンテニスクラブ 木下

914 G0007437 高田俊彦 川崎テニスクラブ 高田 63,06,63

G0009208 北川四郎 武蔵野ローンテニスクラブ 北川

小泉武男 真鶴サンシャインテニスクラブ 60 62 福地

篠原好道 真鶴サンシャインテニスクラブ 磯田

3 G0016550 渡邉恵治 サンデーテニスクラブ 福地 61 60

岩崎文雄 サンデーテニスクラブ 磯田

2 1636 G0013820 福地康博 寒川ローンテニスクラブ 63 61

G0000419 磯田憲佑 フェニックススポーツ
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４０才以上　女子ダブルス
星野美樹子 山本知美 山田孝江

ｼｰﾄﾞ ﾎﾟｲﾝﾄ No 登録番号 氏名 所属 渡邉由佳子 長谷川奈緒子 杉山美佳
1 星野美樹子 ラ　スリーズ

渡邉由佳子 ベルエールテニススクール
山本知美 富士見テニスクラブ

長谷川奈緒子 富士見テニスクラブ
山田孝江 フリー
杉山美佳 Ｒａｆａｅｌ

1

2

3

勝敗 得ｹﾞｰﾑ率

60 64 36 46 1-1

順位

06 46 62 46 46 ０－２ ３位

２位

26 64 64 63 64 ２－０ １位

４５才以上　女子ダブルス

ｼｰﾄﾞ ﾎﾟｲﾝﾄ No 登録番号 氏名 所属 １Ｒ ＳＦ Ｆ

守屋かなる アールベルグテニスクラブ 守屋

八木真澄 オレンジヒルテニスクラブ 八木

　 bye 　 守屋

　 　 　 八木

加藤みどり Ｒａｆａｅｌ 加藤 62,61

西山洋子 Ｒａｆａｅｌ 西山

深谷尚子 フリー 62 61 会津

河野昌子 フリー 小島

榎本尚子 ベルエールテニススクール 内海 61,75

野島幸江 ベルエールテニススクール 大津

内海逸子 大井町ファミリーテニスクラブ 62 64 会津

大津葉子 大井町ファミリーテニスクラブ 小島

会津千波 湘南ファミリーテニスクラブ 会津 61,63

小島初美 足柄ローンテニスクラブ 小島

2 浅野由美子 フリー 63 67(2) 64

石橋生子 富士見テニスクラブ
8

3

1

2

4

5

6

7

５０才以上　女子ダブルス

ｼｰﾄﾞ ﾎﾟｲﾝﾄ No 登録番号 氏名 所属 １Ｒ QF ＳＦ Ｆ
1 3110 L0006833 中島ちえ子 ウィッシュ 中島

L0008497 浅羽恭子 ヤナギ 浅羽
　 bye 　 中島
　 　 　 浅羽

大塚裕子 グリーンスカイ 柳沢 60 61
山口澄子 グリーンスカイ 石井
柳沢静江 アルバ 67(10) 75 61 中島
石井道子 ベルエールテニススクール 浅羽

4 田川喜子 ＢＥＡＴ　ＴＣ 田川 61,60
原　葉子 ＢＥＡＴ　ＴＣ 原

井上ひとみ Ｚｉｐテニスクラブ 62 63 田川
松木節子 Ｚｉｐテニスクラブ 原
伊藤　薫 グリーンスカイ 伊藤 60 61
中西幸恵 グリーンスカイ 中西
加藤直美 ジョイフル 62 64 中島
鷺谷好美 ジョイフル 浅羽

長谷部晴美 大井町ファミリーＴＣ 長谷部 61,61
伊藤みさ子 富士見テニスクラブ 伊藤
赤澤はるみ グリーンスカイ 57 64 63 内川
嶋津美智子 フェニックス 平島

　 bye 　 内川 62 61
　 　 　 平島

3 3 L0010901 内川洋子 ベルエールテニススクール 内川
平島恵理子 大井町ファミリーＴＣ 平島
中村由紀子 フリ－ 中村 62,63
野呂登志子 夢見ヶ崎ＬＴＣ 野呂
杉山典子 開成グリーンＴＣ 64 62 中村
程塚浩美 グリーンパークス 野呂

　 bye 　 斎藤 WO
　 　 　 菊地

2 396 L0012116 斎藤優子 ＴＧＨ

L0012123 菊地里紗 ＴＧＨ

6

1

2

3

4

5

13

14

15

16

7

8

9

10

11

12



５５才以上　女子ダブルス

ｼｰﾄﾞ ﾎﾟｲﾝﾄ No 登録番号 氏名 所属 １Ｒ ＳＦ Ｆ
1 994 L0009615 髙橋隆子 板橋区テニス協会 髙橋

L0009029 河上裕子 フソウテニスクラブ 河上
　 bye 　 髙橋
　 　 　 河上

武田一美 ベルエールテニススクール 若月 67(4) 62 75
小泉美智代 富士見テニスクラブ 小川
若月敦子 グリーンスカイ WO 名取
小川利江 南足柄ＴＣ 立谷

111 名取裕子 ラ・メールテニススクール 名取 63,62
L0018346 立谷輝美 相模原グリーンテニスクラブ 立谷

片野良子 ラ　スリーズ WO 名取
巽　美智子 開成グリーンＴＣ 立谷

　 bye 　 柴田 46 61 64
　 　 　 吉田

2 153 L0008885 柴田元美 Y.S.C

L0003424 吉田幸子 オクヤマテニスショップ
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６０才以上　女子ダブルス

ｼｰﾄﾞ ﾎﾟｲﾝﾄ No 登録番号 氏名 所属 １Ｒ F
1 2193 L0011534 芦谷貴子 足柄ローンテニスクラブ 芦谷

L0007910 森　秀子 荏原ＳＳＣ 森
渡部一美 大井町ファミリーＴＣ 61 63 芦谷

佐久間紀恵 ＦＴＣ 森
大橋美枝子 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 加藤 63 62

L0011389 山脇ゆみ江 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 杉山
577 加藤千枝子 メランジュ 63 62

L0002767 杉山豊子 寒川ローンテニスクラブ

2

1

3

4

７０才以上　女子ダブルス

ｼｰﾄﾞ ﾎﾟｲﾝﾄ No 登録番号 氏名 所属 １Ｒ ＳＦ Ｆ
1 2062 L0012235 石井恵子 足柄ローンテニスクラブ 石井

L0004305 高原米子 足柄ローンテニスクラブ 高原
45 木村三枝 平塚ファミリーテニスクラブ 60 63 石井

L0008020 阿部千代美 富士見テニスクラブ 高原
254 L0011147 上野節子 湘南ローンテニスクラブ 大関 63 62

L0011148 佐伯紀子 湘南ローンテニスクラブ 池田
1417 L0003388 大関ヨシ子 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 64 64 石井

L0003557 池田教子 夢見ヶ崎ＬＴＣ 高原
654 L0008021 森　晃子 関町ローンテニスクラブ 奈良 62,36,61

L0004122 川島紀子 立川テニスクラブ 手嶋
1628 L0005998 奈良　君 湘南ローンテニスクラブ 63 61 奈良

L0010010 手嶋比呂美 紙敷テニスクラブ 手嶋
3 桐原愛子 小田原ガーデンＴＣ 二宮 62 36 64

L0006021 田代由喜子 小田原ガーデンＴＣ 新沼
2 1983 L0002656 二宮典子 扇テニスクラブ 60 60

L0005164 新沼美智代 神埼テニスカレッジ

7

8

2

1

3

6

5

4

６５才以上　女子ダブルス
石黒博子 中野恵子 西村悦子

ｼｰﾄﾞ ﾎﾟｲﾝﾄ No 登録番号 氏名 所属 森　幸子 高須賀志保子 坂倉美知子
1 1097 L0005251 石黒博子 メランジュ

L0008625 森　幸子 鎌倉宮カントリーテニスクラブ

51 L0009846 中野恵子 横浜スポーツマンクラブ

L0005275 高須賀志保子 横浜ガーデンテニスクラブ

295 L0006224 西村悦子 横浜ガーデンテニスクラブ

L0007981 坂倉美知子 横浜ガーデンテニスクラブ

勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

1 64 62 60 62 2-0 1

2 26 46 63 75 1-1 2

30-23 06 26 36 57



小田原サマーオープンダブルス（旧八幡山テニスト－ナメント大会）歴代優勝者

氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

第１回 昭和４３年 片上･柏木 八幡山ＬＴＣ 遠藤・山口 富士足柄

第２回 昭和４４年 長谷川･岩井 富士足柄 長沢・新戸 第一生命 － － － － － －

第３回 昭和４５年 辻・岸本 富士足柄 小野・山本 小西六 － － － － － －

第4回 昭和４６年 飛鳥井・菅井 八幡山ＬＴＣ 小野・山本 小西六 － － － － － －

第５回 昭和４7年 菅井・朝倉 八幡山ＬＴＣ 藤田・高久 カネボウ － － － － － －

第６回 昭和４8年 菅井・朝倉 八幡山ＬＴＣ 諸星・桜井 富士足柄 － － － － － －

第７回 昭和４９年 菅井・朝倉 八幡山ＬＴＣ 井上・磯崎 八幡山ＬＴＣ － － － － － －

第８回 昭和５０年 鈴木・青山 足柄ﾛｰﾝ 井上・多田 八幡山ＬＴＣ － － － － － －

第９回 昭和５１年 河野・久保田 明菓足柄 斎藤・石井 日立神奈川 － － － － － －

第１０回 昭和５２年 朝倉・岩本 八幡山ＬＴＣ 片山･島内 カトレア － － － － － －

第１１回 昭和５３年 岸本・田中 富士足柄 片山･島内 カトレア － － － － － －

第１２回 昭和５４年 朝倉・岩本 八幡山ＬＴＣ 大村・松本 高麗山 － － － － － －

第１３回 昭和５５年 所・大鐘 大井町FTC 内田･藍葉 足柄ﾛｰﾝ － － － － － －

第１４回 昭和５６年 岩本・山崎 八幡山･ｶﾞｽ 江島・川口 八幡山ＬＴＣ － － － － － －

第１５回 昭和５７年 岸本・朝倉 富士足柄・八幡山 松本・柴崎 高麗・鎌倉 － － － － － －

第１６回 昭和５８年 成田・寺崎 八幡山ＬＴＣ 平野・藤原 ﾛｰﾝ・ｵﾚﾝｼﾞ － － － － － －

第１７回 昭和５９年 所・大鐘 大井町FTC 内田・湯山 足柄ﾛｰﾝ － － － － － －

第１８回 昭和６０年 所・矢野 大井町FTC 内田・湯山 足柄ﾛｰﾝ － － － － － －

第１９回 昭和６１年 所・篠原 大井町･ｱﾐ 新井・福間 アミ－ － － － － － －

第２０回 昭和６２年 岩本・内田明 八幡山ＬＴＣ 大房・木名瀬 アミ－ － － － － － －

第２１回 昭和６３年 二見・安波 小田原倶 片野・大勝 箱・リバ－ － － － － － －

第２２回 平成元年 深見・越野 アミー 二宮・工藤 大磯・カト － － － － － －

第２３回 平成２年 高橋・斎藤 大井町FTC 二宮・工藤 大磯・カト － － － － － －

第２４回 平成３年 斎藤・所 大井町FTC 坂井・瀬岡 南・ロ－ン － － － － － －

第２５回 平成４年 岩本・高橋 ｵﾚﾝｼﾞ・健楽園 二宮・工藤 大磯ロ－ン － － － － － －

第２６回 平成５年 越野・青木 アミー 二宮・工藤 大磯ロ－ン 岩本・朝倉 八幡山LTC － － － －

第２７回 平成６年 越野・橘川 アミー 瀬岡・石井 足柄ﾛｰﾝ 岩本・朝倉 八幡山LTC － － － －

第２８回 平成７年 高橋・須藤 健楽園・ロ－ン 二宮・工藤 大磯ロ－ン 岩本・朝倉 八幡山LTC － － － －

第２９回 平成８年 上間・穂積 湘南平ＴＣ 岸本・芦谷 フェ・開成 岩本・朝倉 八幡山LTC － － － －

第３０回 平成９年 神部・尾作 開・L 二宮・工藤 大磯ロ－ン 岩本・朝倉 八幡山LTC － － － －

第３１回 平成１０年 高橋・松本 健・Ｌ ﾊﾞｰﾝｽﾞ・井上 大井町FTC 川崎・太田 大磯ロ－ン － － － －

第３２回 平成１１年 大石・安波 富士足柄 朝尾・近藤 大磯ロ－ン 岩本・内田俊 八幡山LTC － － － －

第３３回 平成１２年 遠藤・安部 Ｌ＆M･大井 森川・伊藤 Ｌ・ロ－ン 岩本・内田俊 八幡山LTC － － － －

第３４回 平成１３年 勝俣・神部 ｵﾚﾝｼﾞ・大井町 深津・森川 開成・大井町Ｆ 岩本・内田俊 八幡山LTC － －

第３５回 平成１４年 大石・高橋 富士足柄 深津・森川 開成・L&M 岩本・内田俊 八幡山LTC 高橋(利)・岡田 富士足柄・大井町Ｆ 小澤・石井 八幡山・足柄ﾛ-ﾝ

第３６回 平成１５年 大石・高橋 富士足柄 深津・森川 開成・L&M 森・村上 富士見・健楽園 高橋(利)・岡田 富士足柄・大井町Ｆ

第３７回 平成１６年 藤代・遠藤 神奈中 深津・森川 開成・ＢＥ 高橋正・斉藤 ｵﾚﾝｼﾞ・ﾌﾘ- 高橋(辰)・皆木 大井町Ｆ 瀬岡・石黒 足柄ﾛ-ﾝ・ベﾙｴ-ﾙ

第３８回 平成１７年 神部・関 大井町・Ｌ＆Ｍ 深津・森川 開成・ＢＥ 高橋正・剱持 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙ 湯山・秋貞 富士小田原・ｵﾚﾝｼﾞ － －

第３９回 平成１８年 石井・上原 ﾎﾞﾑ・ｸﾎﾞﾀ 清水・吉田 FTC･TOP 菊池･高橋裕 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙ 内田・山崎 八幡山LTC － －

第４０回 平成１９年 石井・上原 ﾎﾞﾑ・ｸﾎﾞﾀ 深津・森川 開成・ＢＥ 越野・露木 日本新薬・ﾊﾝｸﾞﾘ- 嶋田・金谷 富士足柄 最川・近藤 足柄ロ－ン

第４１回 平成２０年 関・瀬戸 Ｌ＆Ｍ 佐々木・新美 とつかTC・希望ｹ丘 越野・露木 日本新薬・ﾊﾝｸﾞﾘ- 岩本・朝倉 八幡山LTC 加藤・長島 海老名・寒川ﾛ-ﾝ

第４２回 平成２１年 井浜・高木 Team M 今若・内藤 ｶﾈﾎﾞｳ・開成ｸﾞ 二見･平井 富士見・健楽園 金谷・嶋田 富士足柄 横田・森 ＳＳＣ　・富士見

第４３回 平成２２年 廣瀬・新谷 ﾌﾘ-・明菓小 今若・内藤 ｶﾈﾎﾞｳ・開成ｸﾞ 福田・渡部 八幡山LTC 岩本・菊地 八幡山・ｵﾚﾝｼﾞ 大沼・高橋 八幡山・大井町F 大里・田村 BEAT TC

第４４回 平成２３年 神部・関 大井町・Ｌ＆Ｍ 和田・大桃 フリ－ 江川・高橋和 ｶﾈﾎﾞｳ・富士足柄 岩本・菊地 八幡山・ｵﾚﾝｼﾞ 大沼・高橋 八幡山・大井町F 丸山・柴田 ｶﾄﾚｱ･ｱﾔｾ

第４５回 平成２４年 関・千葉 Ｌ＆Ｍ 高橋紀・高橋真 ラメール 江川・高橋和 ｶﾈﾎﾞｳ・富士足柄 岩本・菊地 八幡山・ｵﾚﾝｼﾞ 大沼・高橋 八幡山・大井町F 加藤・古川 メランジュ

　　第４６回より小田原テニス協会主催の「小田原サマーオープンダブルス」に引き継ぎ

第４６回 平成２５年 林田・竹村 神・神 高橋紀・高橋真 ラメール 佐々木・長尾 神・健 菊地・斎藤 オ・オ 岩本・川崎 八幡山・扇 大沼・高橋 八幡山・大井町F 加藤・古川 メランジュ 片岡・若松 大井町・大井町

第４７回 平成２６年 池谷・長尾 健楽園 高橋紀・高橋真 ラメール 　　　　第４７回よりベテランの部は、ベテランJOP大会として開催

第４８回 平成２７年 佐藤・上原 神奈中TS 吉田・小林 T.O.P,富士通厚木

第４９回 平成２８年 千葉・関 L&M、大井町 清家・佐々木 メランジュ

第５０回 平成２９年

　 　

男子一般 女子一般 男子４５才以上 男子６０才以上 男子７０才以上

男子４５才以上

女子５０才以上

女子５５才以上

女子５０才以上

男子５５才以上 男子６５才以上 女子４５才以上 女子５５才以上



小田原サマーオープンダブルス（ベテランJOP大会）歴代優勝者

氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

第４７回 平成２６年
小野塚英一
中島義晃

ROFT
松戸市テニス協会

斎藤隆行
大沢　健

ｱｰﾙﾍﾞﾙｸﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
L&M TC

高橋和哉
勝俣正信

富士フイルム足柄
オレンジヒルTC

亀山修司
渡辺隆典

京王ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
RIZU

島田聡司
福寿　康

ﾗｯｸ港南台ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ
夢見ヶ崎LTC

淵田孝一
宮坂　豊

YSC
YSC

塩見芳彦
柴田　豊

横須賀ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞﾃﾆｽｸﾗ
ﾌﾞ

田園ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

飛鳥井光治
小川正澄

ﾁｬﾚﾝｼﾞTC
ﾌｪﾆｯｸｽｽﾎﾟｰﾂ

第４８回 平成２７年
安部隆司
保　俊也

大井町ﾌｧﾐﾘｰTC
アクア

高橋和哉
勝俣正信

富士フイルム足柄
オレンジヒルTC

中家勝彦
南　久男

富士ゼロックス
フリー

島田聡司
福寿　康

ﾗｯｸ港南台ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ
夢見ヶ崎LTC

内田明男
浜野　健

小田原ｶﾞｰﾃﾞﾝTC
富士フイルム

淵田孝一
堀川道夫

横浜ｽﾎﾟｰﾂﾏﾝｸﾗﾌﾞ
流山ｸﾞﾘｰﾝTC

桐原清徳
岸本正彦

和泉TC
小田原ｶﾞｰﾃﾞﾝTC

磯田憲佑
向高祐寿

ﾌｪﾆｯｸｽｽﾎﾟｰﾂ
ｼｰﾄﾞｱﾔｾTC

第４９回 平成２８年
鈴木善久

水野光太郎
稲城市テニス連盟

フリー
木村孝明
長尾啓史

健楽園TC
健楽園TC

梶　篤司
関野彰久

ハングリーTC
ボム

福寿　康
島田聡司

夢見ヶ崎LTC
ﾗｯｸ港南台ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ

土橋保友
崎野邦一

オレンジヒルTC
Lucky-L

植野直樹
岩辺　滋

ナイナイテニスクラブ
ナイナイテニスクラブ

桐原清徳
岸本正彦

和泉TC
小田原ｶﾞｰﾃﾞﾝTC

有本誠一郎
木下正利

鎌倉ローンTC
鎌倉宮ｶﾝﾄﾘｰTC

第５０回 平成２９年

第５１回 平成３０年

第４７回 平成２６年
重田里実
木村真澄

Rafael
フリー

内川洋子
田畑幸子

ﾍﾞﾙｴｰﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
ｱｰﾙﾍﾞﾙｸﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

勝又千恵子
山村恵子

UNO
UNO

伊藤芳子
田代美知子

YSC
YSC

石黒博子
森　幸子

湘南ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
鎌倉宮ｶﾝﾄﾘｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

石井恵子
麻生みね子

足柄ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
あたごﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

第４８回 平成２７年
加藤千枝子
佐々木美香

メランジュ
メランジュ

新井和美
亀井真由美

湘南ﾌｧﾐﾘｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
湘南ﾌｧﾐﾘｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

中島ちえ子
浅羽恭子

ウィッシュ
ヤナギ

森　秀子
芦谷貴子

荏原SSC
足柄ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

田村恵美子
朝尾弘子

BEAT　TC
瀬岡かゆき
神長政子

足柄ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
湘南ﾌｧﾐﾘｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

石井恵子
藤波佳子

湘南ローンTC
静岡ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

第４９回 平成２８年
小橋悦子
水本綾子

富士ﾌｲﾙﾑ足柄
富士ﾌｲﾙﾑ足柄

清家麻里子
佐々木美香

メランジュ
メランジュ

守屋かなる
八木真澄

ｱｰﾙﾍﾞﾙｸﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

中島ちえ子
浅羽恭子

ウィッシュ
ヤナギ

柴田元美
大串佳代

YSC
YSC

永野真里子
八文字陽子

トキワクラブ伊豆高原
ミナミテニスクラブ

石井恵子
藤波佳子

湘南ローンTC
リトルプリンスTC

第５０回 平成２９年

第５１回 平成３０年

女子 女子４０才以上 女子４５才以上

男子６０才以上男子３５才以上 男子４５才以上

女子６０才以上女子５５才以上

男子５０才以上男子４０才以上 男子５５才以上

女子５０才以上 女子７５才以上

男子７５才以上男子６５才以上

女子６５才以上

男子８０才以上男子７０才以上

女子７０才以上


