
第５５回（2022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大会》

日　時 ２０２２年８月２１日～９月４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



大会委員長 八田　迪男

大会副委員長 鈴木　武夫 岸本　匡美

大会顧問 岸本　正彦

ト－ナメントディレクタ－ 岩本　良則

レフェリー 田中　邦男

アシスタントレフェリー 高尾　俊之 小橋　創一 佐藤　琢也

役　員 杉山　正洋 日比野　徹 浅野　薫 米澤　孝男 所　眞人

林田　厚子 手島　和子 鳥海　道江 山﨑　和真 太田満里子

福地　智典 横山　裕 内田　明男 五十田智丈 草山　知美

池田　淳 野口　俊宏 小石川淳子 若月　敦子 佐々木　浩

三根 英裕 高橋　進

小田原オープンベテランテニス選手権大会 3月

小田原テニス選手権大会（複） 5月

小田原テニス選手権大会（混合） 7月

小田原ジュニアテニス選手権大会（単） 8月

○ 小田原サマーオープンダブルス大会 8月 オープン（ベテランの部は、JOP大会）

小田原テニス選手権大会（単） 10月

小田原親睦シニアダブルステニス大会 12月又は１月

協会加盟団体員及び
在住／在勤／在学

協会加盟団体員及び
在住／在勤／在学（西湘地区）

協会加盟団体員
（ベテランの部は、JOP大会）

協会加盟団体員及び
在住／在勤（ペアは当日決定）

 大会役員

 小田原テニス協会主催大会

大会 日程（年によって多少変動します）

オープン（ベテランJOP大会）

協会加盟団体員及び
在住／在勤／在学



　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。

★参加初日に参加費を集金します。受付時にお支払いください。

小田原テニス協会加盟団体所属者ペア：4,000 円、その他ペア：5,000 円

（小田原テニス協会加盟団体所属者が１人の場合は 4500 円）（いずれもﾍﾞﾃﾗﾝの部はﾜﾝｺｲﾝ制度 100 円を含む）

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。一般男女は全試合３セットマッチ（各セット6-6でタイブレーク）。
ベテランの部は３セットマッチ、ファイナルセットはマッチタイブレーク方式。
（１、２セット　６－６タイブレーク、ファイナルセット１０ポイントマッチタイブレーク）
全試合ノーアドバンテージ方式を採用します。
（参加チームが３チームの場合は、ラウンドロビンで実施します）
(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。)

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）は使用を認めます。（感染症対策のため）

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２０２２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、2022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、19年度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００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
TEL：　 080-3407-1880(テニス協会専用：岩本)

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@nifty.com

★大会に参加する方は、参加初日に「参加者確認票」に自宅で記入・検温し受付に提出してください。

提出いただけない場合には参加をお断りします。
（勝ち上がった場合、朝体温を測定し受付時に口頭で体温を連絡してください）

（小田原テニス協会加盟団体所属で 18 才以下（2004 年１月1日以降生まれ）の場合は、１人 1,000 円割引）



新型コロナウイルス感染拡大防止のお願い

(1)２週間前から当日までに以下に該当する方は自主的に参加を見合わせてください。

　会場で以下に該当する事が判明した場合は、試合に出場せず会場から速やかに退出してください。

・咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状がある方

・だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がある方

・嗅覚や味覚の異常を感じる方

・体が重く感じる、疲れやすい等の症状のある方

・新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある同居家族や身近な知人に

　感染が疑われる方がいる場合

・過去１４日以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要と発表されている国・地域

　等への渡航、または当該在住者との濃厚接触がある方

・その他新型コロナウイルス感染可能の症状がある方

(2)大会に参加する方は、参加初日に「参加者確認票」に自宅で記入・検温し受付に提出してください。

（勝ち上がった場合、朝体温を測定し受付時に口頭で体温を連絡してください）

　　提出いただけない場合には参加をお断りします。

(3)大会会場では以下の事項を遵守してください。

　システムに登録してください

(4)試合中は以下の事項を遵守してください。

　息苦しさを感じたらすぐに外してください

・チェンジエンドやベンチでの休憩の際は２ｍ以上の距離の確保を心掛けてください

(5)開催日後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合、あるいは発症した方の

　　濃厚接触者であることが判明した場合には、大会事務局まで速やかに報告してください。

(6)今後の感染拡大等により、大会開始後でも大会中止となる場合があることをご承知おきください。

　　その場合には開始済の種目については参加費の返金は行わないことを基本方針とします。



参加者確認票 
 

 

以下を自宅で記入・検温し、参加当日に受付まで提出してください。 

勝ち上がった場合、２日目以降は体温のみ受付に報告してください。 

 

 １．参加日     2022年   8月     日                           

 

 ２．大会名     小田原サマーオ-プンダブルス大会 

    

   会場      小田原テニスガーデン 

             

 ３．氏名                                年齢          才 

 

   住所                                              . 

 

   電話番号                                           . 

 

 ４．参加当日の体温                    ℃ 

 

 ５．２週間前から参加当日までの間に以下に該当する場合はチェックをしてください。 

   ひとつでも該当がある方は、参加を見合わせていただきますよう、お願いいたします。 

 

□平熱を超える発熱 

□咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状 

□だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難） 

□嗅覚や味覚の異常 

□体が重く感じる、疲れやすい等 

□新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある 

□同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる 

□過去１４日以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要と発表されている 

 国・地域等への渡航、または当該在住者との濃厚接触がある。 

□その他気になる症状がある場合は、以下に具体的にお書きください 

 

     気になる症状など                                        . 

 

 

個人情報は、新型コロナウイルスの感染拡大防止以外の目的には使用いたしません。 

本紙は、２週間経過後にシュレッダーにかけて廃棄いたします。 

 



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５５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 初戦敗者

35歳以上D 3 ○ 220 154 9

40歳以上D

45歳以上D 7 ○ 251 175 122 9

男 50歳以上D 14 ○ 286 199 139 96 9

子 55歳以上D 11 ○ 286 199 139 96 9

60歳以上D 14 ○ 286 199 139 96 9

65歳以上D 7 ○ 251 175 122 9

70歳以上D 7 ○ 251 175 122 9

75歳以上D 5 ○ 251 175 122 9

80歳以上D 3 ○ 220 154 9

35歳以上D

40歳以上D

45歳以上D 6 ○ 251 175 122 9

女 50歳以上D 10 ○ 286 199 139 96 9

子 55歳以上D 5 ○ 251 175 122 9

60歳以上D 4 ○ 220 154 9

65歳以上D 1

70歳以上D 3 ○ 220 154 9

75歳以上D

80歳以上D

注① 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

② 初戦敗者とは初回戦がbyeで２回戦で敗れた場合も含む

③ 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。

（不成立）

（不成立）

（不成立）

（不成立）

（不成立）

基準 選手に与えられるJOPポイント

（不成立）



８月２１日（日） ８月２７日（土） ８月２８日（日） ８月３０日（火） ８月３１日（水） ９月１日（木） ９月２日（金） ９月３日（土） ９月４日（日）

 1R 　QF 　F

    9:30   3～30    9:30  1～32   9:30   1～32

 2R 　以下　SF

  11:30   1～32

 1R

  12:30   1-4

　 以下　 F

 1R 　F

  11:30   3～8   11:30   3～8

 SF

  13:30  1～8

 1R 　SF 　F

  10:30   3～14   11:30  1～16    9:30   1～16

 QF

  13:30  1～16

 1R 　SF

  11:30  3～14   10:30  1～16

　ＱＦ 　以下　F

  14:30  1～16

 1R 　SF

   9:30   3～14   10:30  1～16

　ＱＦ 　以下　F

  12:30  1～16

 1R 　SF 　F

  10:30   3～8    9:30  1～8    9:30  1～8

 1R 　SF 　F

   9:30   3～8    9:30  1～8    9:30  1～8

 1R 　SF 　F

   9:30   3～4   10:30  1～8    9:30  1～8

 RR  RR  RR

  10:30   2-3   10:30  1-2   10:30   1-3

 1R 　SF

  10:30   3～14    9:30  1～16

 QF 　以下　F

  12:30   1～16

 1R 　F

   9:30   3～6   10:30   1～8

　SＦ

  12:30  1～8

 1R 　SF 　F

  11:30   3～14   10:30  1～16    9:30   1～16

　ＱＦ

  14:30  1～16

 1R 　F

  10:30   3～6   10:30   1～8

 　SＦ

  13:30  1～8

 1R 　F

  12:00  1～4   12:00  1～4

　ＲＲ 　ＲＲ 　ＲＲ

  12:00  2-3   12:00  1-2   10:30  1-3

予
 

備
 

日

予備日

予備日

予備日

予備日

予備日

予備日 予備日

予備日

予備日

予備日

予備日 予備日

予備日 予備日

予備日

予備日

予備日

予備日
男子

３５歳以上

予備日

予備日

予備日

予備日

予備日

予備日

予備日

男子
４５歳以上

男子
５０歳以上

男子
５５歳以上

男子
６０歳以上

予備日

小田原サマ-オープンダブルス大会　日程表

種目・会場
小田原テニスガ－デンコ－ト

一般男子

女子
７０歳以上

男子
６５歳以上

女子
４５歳以上

男子
７０歳以上

男子
８０歳以上

一般女子

女子
５０歳以上

女子
６０歳以上

女子
５５歳以上

男子
７５歳以上



男子ダブルス 参加数(２０)

1R 2R QF SF F
石元秀典 鴨宮ＴＣ
後藤雅樹 ＫＩＴＡＮ’ｓ

bye 　
　 　

石原拓真 日本曹達
本間一喜 日本曹達
西方裕喜 フリ-バ-ド
青木直弥 フリ-バ-ド
田中秀吾 開成グリ－ンＴＣ
糸川航太 開成グリ－ンＴＣ

bye 　
　 　

bye 　
　 　

吉田直弘 ＦＦＴＰ
岡本真也 ＦＦＴＰ
綾部　聖 Ｌ＆Ｍ　ＴＣ
伊藤荘樹 ボム

bye 　
　 　

瀬戸　健 開成グリ－ンＴＣ
岡田　寛 開成グリ－ンＴＣ
水谷昂平 フリ-
三田　頼 フリ-
溝江大我 富士フイルム宮台
村井大午 富士フイルム足柄

bye 　
　 　

bye 　
　 　

大竹克欣 日本新薬
伊達　仁 日本新薬
井上和幸 ア－ルベルグテニスクラブ
大沢　健 Ｌ＆Ｍ　ＴＣ

bye 　
　 　

bye 　
　 　

中尾　浩 ＨＴＣ
山口　哲 ＨＴＣ
辻田和宏 開成グリ－ンＴＣ

佐々木文洋 開成グリ－ンＴＣ
高杉貴寛 ボム
森方健一 ボム

bye 　
　 　

松本佳大 富士見テニスクラブ
千田直治 ライオン
小西敏博 富士フイルム足柄
山本恵士 富士フイルム足柄

bye 　
　 　

bye 　
　 　

大西雅也 ス-パ-ＨＩＴ藤沢
大西健太 ス-パ-ＨＩＴ藤沢
呉地良太 南足柄市役所
山中諒平 南足柄市役所
土屋直樹 フリ-バ-ド
新海　行 フリ-バ-ド

bye 　
　 　

瀬戸義之 Ｌ＆Ｍ　ＴＣ
青木智史 ＦＦＴＰ

シード順位
① 石元秀典(鴨宮ＴＣ),後藤雅樹(ＫＩＴＡＮ’ｓ)
② 瀬戸義之(Ｌ＆Ｍ　ＴＣ),青木智史(ＦＦＴＰ)
③ 松本佳大(富士見テニスクラブ),千田直治(ライオン)
④ 綾部　聖(Ｌ＆Ｍ　ＴＣ),伊藤荘樹(ボム)
⑤ 小西敏博(富士フイルム足柄),山本恵士(富士フイルム足柄)～

大竹克欣(日本新薬),伊達　仁(日本新薬)～

吉田直弘(ＦＦＴＰ),岡本真也(ＦＦＴＰ)
⑧ 井上和幸(ア－ルベルグテニスクラブ),大沢　健(Ｌ＆Ｍ　ＴＣ)

28

29

30

31

32

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

13

14

15

16

17

12

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4
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女子ダブルス 参加数(１４)

1R QF SF F
乙山新子 ラメ-ルテニススク-ル
浅倉紀子 グリ－ンスカイ

bye 　
　 　

宮垣友里恵 ATF
中村正美 フリ-
清　紀子 ア－ルベルグテニスクラブ
中根節子 フリ-
金指　歩 ラメ-ルテニススク-ル
藤田紀子 ア－ルベルグテニスクラブ

島津かおり ル－チェ
髙岡香奈美 ル－チェ
佐布利江 ＵＮＯ
石橋生子 富士見テニスクラブ

市丸亜紀子 健楽園テニスクラブ
市川美香 足柄ロ-ンテニスクラブ
山本康予 神奈中インドアテニススク－ル

瀧ノ上真美 ラスリ－ズ
野中雅美 ソルト
杉山美佳 Ｒａｆａｅｌ

佐藤ひさの フリ-
佐藤優子 フリ-
柳川末紀 ATF

渡邉由佳子 ベルエール
金　裕子 Ｅ.Ｉ.Ｐ

仲村奈保子 日立小田原
高城清香 ソルト
中　倫子 フリ-

bye 　
　 　

水本綾子 富士フイルム足柄
高﨑圭子 大井町ＦＴＣ

bye数 2

シード順位
① 乙山新子(ラメ-ルテニススク-ル),浅倉紀子(グリ－ンスカイ)
② 水本綾子(富士フイルム足柄),高﨑圭子(大井町ＦＴＣ)
③ 柳川末紀(ATF),渡邉由佳子(ベルエール)
④ 金指　歩(ラメ-ルテニススク-ル),藤田紀子(ア－ルベルグテニスクラブ)

16

1

2

3

4
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12

5

6

7

8

9

10

13

14

15



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 Ｆ

1 690 冨澤弘人 フェロ-ズスポ-ツ

G0020439 宮本泰俊 明治神宮外苑テニスクラブ

　 bye 　

　 　 　

釜萢伸哉 ソルト

松浪厚介 ソルト

北　貴士 クボタケミックス

武藤大介 クボタケミックス

小林雄一郎 ソルト

小林高広 ソルト

G0022398 吉田裕介 台東区テニス協会

国分崇良 フリ-

坪井靖紀 オレンジヒルテニスクラブ

原　敦 オレンジヒルテニスクラブ

石井雄太 健楽園

添田真喜 大磯町役場

6

7

8

2

1

3

4

5

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 7512 G0015562 鈴木智章 鎌倉グリ－ンテニスクラブ

G0024467 金本朗彦 ＧＯＤＡＩ港北

　 bye 　

　 　 　

208 三村直人 ラティマ-

G0022168 田中周作 おはよ-テニス

小島　博 富士フイルムビジネスイノベ－ション

橋場成人 富士フイルムビジネスイノベ－ション

3 4425 G0014659 松堂浩士 台東区テニス協会

G0024688 金田浩一 新生銀行

佐々木文洋 開成グリ－ンＴＣ

猪又　博 開成グリ－ンＴＣ

4116 G0019045 稲葉武臣 明治神宮外苑ＴＣ

G0023438 浜口隆則 明治神宮外苑ＴＣ

山口　哲 ＨＴＣ

中尾　浩 ＨＴＣ

G0022740 有沢恭吾 健楽園

長尾啓史 健楽園

3484 G0023475 本村直樹 ハチドリTennis

G0023652 鈴木謙吾 ニュ-フロンティアテニスクラブ

96 G0010559 井上和幸 開成グリ－ンＴＣ

大沢　健 開成グリ－ンＴＣ

4 4308 G0019058 広末達也 ＡＢＴＡ東京都テニス協会

G0020149 仙田浩一郎 あわっこくらぶ

187 G0023594 髙橋和彦 Ｌ＆Ｍテニスクラブ

曽我直樹 ア－ルベルグテニスクラブ

栗原康晴 三菱ガス化学

野村岳志 三菱ガス化学

　 bye 　

　 　 　

2 7122 G0020193 吉見信孝 京王テニスクラブ

G0021373 浅場　敦 ユ－トピアＴＡ
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３５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 0 申請中 呉地良太 南足柄市役所

西田　竜 西湘グリ-ン

岡田敏秀 小田原ＴＧＴＳ

桜井佑介 小田原ＴＧＴＳ

0 筒井寛和 小田原ＴＧＴＳ

鳥井慶大 フリ-

0 岡本　博 フリ-

藤村郁男 フリ-

1

2

3

4



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 QF ＳＦ Ｆ

1 7624 G0006055 細井聡 ＡＱＵＡＢＥＬＬＥ

G0006368 長谷川孝司 善福寺公園ＴＣ

　 bye 　

　 　 　

0 田中　修 オレンジヒルテニスクラブ

杉山俊夫 ＦＴＦ

須藤幸弘 小田原テニスガ-デンＴＳ

山根勝敏 小田原テニスガ-デンＴＳ

3 4053 G0021376 田渕信太郎 タチバナクラブ

G0020190 中川　健 東京グリ－ンテニスクラブ

　 bye 　

　 　 　

516 高橋和哉 オレンジヒルテニスクラブ

G0006159 勝俣正信 オレンジヒルテニスクラブ

126 G0023577 村上秀哉 ＧＯＤＡＩ港北

G0023601 原　一隆 ウエストヒルズテニスクラブ

吉岡誠司 湘南ファミリ-テニスクラブ

會津健司 湘南ファミリ-テニスクラブ

　 bye 　

　 　 　

　 bye 　

　 　 　

4 2736 G0019924 笹木　等 横須賀ＴＣ

G0018910 馬賀信二 ラハイナ

410 G0017001 星野宏幸 東京グリ－ンテニスクラブ

G0021165 田村　節 東京グリ－ンテニスクラブ

1299 G0022498 佐々木努 アレスマイスタ－

G0007377 土屋陽一 京浜クラブ

　 bye 　

　 　 　

2 6797 G0021568 彼島雄一郎 リコ-

G0015948 矢野克彦 横浜ガ-デンテニスクラブ
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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 QF ＳＦ Ｆ

1 9847 G0000121 岩見　亮 ＫＰＩ

G0002872 土橋直樹 飯能優球人

　 bye 　

　 　 　

越野靖弘 ハングリ－TC

梶　篤司 ハングリ－TC

井出　収 富士フイルムビジネスイノベ－ション

中田俊男 富士フイルムビジネスイノベ－ション

4 423 G0014266 小野　晃 亀の甲山ＴＣ

G0025225 上田真稔 湘南ファミリ-ＴＣ

18 G0016823 片岡誠一郎 オレンジヒルテニスクラブ

劔持孝治 オレンジヒルテニスクラブ

24 G0006027 小林英一 ＫＲＣチャレンジ

柴田清人 リコ－

168 G0000377 福寿　庸 夢見ヶ崎ＬＴＣ

G0005798 広野泰一 京浜クラブ

158 G0022483 原　俊清 健楽園ＴＣ

G0024446 江原光二 湘南ファミリ-テニスクラブ

G0017347 細尾隆昭 横浜スポ－ツマンクラブ

G0024764 高橋英敏 中山テニス

露木　進 ハングリ－TC

関野彰久 ボム

3 327 G0010741 島田聡司 ラック港南台Ｔ.Ｇ

園田雅則 イザワＴ.G

猪俣　誠 Ｚｉｐ　ＴＣ

松井　清 Ｚｉｐ　ＴＣ

井上稔一 ハングリ－ＴＣ

橋本　浩 ハングリ－ＴＣ

　 bye 　

　 　 　

2 6562 G0009225 笠間信一郎 寒川ロ－ンテニスクラブ

G0021210 山田幸輝 中央林間テニスクラブ
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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 ＳＦ Ｆ

1 5399 G0015623 赤毛　裕 庭球工房

G0019927 遠藤和美 稲城市テニス連盟

　 bye 　

　 　 　

小林和行 富士見テニスクラブ

曽我憲照 富士見テニスクラブ

G0022408 大塚直也 寒川ロ－ンテニスクラブ

G0024839 丸林　徹 フェニックススポ-ツ

301 G0021944 佐藤　均 寒川ロ－ンテニスクラブ

G0022468 磯部和宏 藤沢城南ＴＣ

885 G0009185 高橋裕昭 オレンジヒルテニスクラブ

G0023489 瀬戸　明 オレンジヒルテニスクラブ

G0024447 片山哲治 相模原グリ-ンＴＣ

細野　茂 スタ-ＴＣ

2 1025 G0011185 二見一由 オレンジヒルテニスクラブ

G0020937 安波昭一郎 オレンジヒルテニスクラブ

7
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4

5

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 5955 G0000924 朝倉伸行 湘南ハンドレットテニスクラブ

G0000217 塩見芳彦 湘南ハンドレットテニスクラブ

　 bye 　

　 　 　

今井　憲 ＺｉｐＴＣ

西　洋三 ＺｉｐＴＣ

3854 G0017090 入岡一吉 相模原グリ-ンテニスクラブ

G0007286 淵田孝一 東宝調布テニスクラブ

3 G0020941 川本光雄 小田高テニス部ＯＢ会

遠藤繁仁 小田高テニス部ＯＢ会

988 G0020983 神田泰夫 テニスガ-デンレニックス

G0016709 和田　修 テニスガ-デンレニックス

1622 G0020839 友野史郎 足柄ロ－ンテニスクラブ

G0022857 松本和明 八幡山ロ－ンテニスクラブ

5118 G0019072 植野直樹 ナイナイテニスクラブ

G0018566 岩辺　滋 ナイナイテニスクラブ

7

8

6
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3

4

5

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 5838 G0018944 井上雅幾 とつかテニスクラブ

G0022358 角田　晃 湘南ファミリ-テニスクラブ

　 bye 　

　 　 　

9 G0000393 平井昭司 田園ＴＣ

G0017835 北川和義 田園ＴＣ

G0025569 八田迪男 八幡山ロ－ンテニスクラブ

大沼達正 八幡山ロ－ンテニスクラブ

G0015713 小泉治宣 オレンジヒルテニスクラブ

G0020028 石井文明 オレンジヒルテニスクラブ

　 bye 　

　 　 　

　 bye 　

　 　 　

2 63 G0002595 内田俊正 八幡山ロ－ンテニスクラブ

杉田芳彦 小田高ＯＢ会
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4

８０才以上　男子ダブルス
馬杉秩彦 門倉貞夫 吉田哲雄

ｼｰﾄﾞ ﾎﾟｲﾝﾄ No 登録番号 氏名 所属 柴田政剛 菅谷文雄 磯田憲佑

1 4519 G0019922 馬杉秩彦 ＴＧレニックス

G0010464 柴田政剛 相模原グリ－ンテニスクラブ

2368 G0024143 門倉貞夫 愛宕テニスクラブ

G0023636 菅谷文雄 愛宕テニスクラブ

4241 G0020178 吉田哲雄 寒川ロ－ンテニスクラブ

G0000419 磯田憲佑 フェニックススポ－ツ

勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

1

2

3

完了
試合



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 96 山田麻起子 フロンティア

L0020052 齋藤友里子 あざみ野ロ-ンテニスクラブ

　 bye 　

　 　 　

寺田恵津子 富士見テニスクラブ

日比野千秋 ハングリ-テニスクラブ

西岡留里子 寒川ロ－ンテニスクラブ

西井麻美 寒川ロ－ンテニスクラブ

3 榎本尚子 ベルエ－ル

半澤美由紀 ジョッキ-ズ

　 bye 　

　 　 　

　 bye 　

　 　 　

安藤知子 ア－ルベルグテニスクラブ

白鳥貴子 ア－ルベルグテニスクラブ

生駒純子 富士フイルム

新藤智子 アルバ

　 bye 　

　 　 　

　 bye 　

　 　 　

4 柳原順子 湘南ハンドレッドＴＣ

酒井実名子 横須賀ダイヤランドテニスクラブ

乙山新子 ラメ-ルテニススク-ル

浅倉紀子 グリ－ンスカイ

碓井未奈 ジョイフル

青木美子 ジョイフル

　 bye 　

　 　 　

2 9 L0018687 後藤和泉 ラスリ－ズ

小島初美 フェニックス
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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

1 杉山亜希子 ジョッキ－ズ

林部有美 神奈中インドアテニススク－ル

　 bye 　

　 　 　

野中雅美 ソルト

杉山美佳 Ｒａｆａｅｌ

島津かおり ル－チェ

髙岡香奈美 ル－チェ

L0018664 藤田紀子 ア－ルベルグテニスクラブ

草山知美 ＢＥＡＴ　ＴＣ

山本康予 神奈中インドアテニススク－ル

浅野由美子 ラスリ－ズ

　 bye 　

　 　 　

2 山本文江 Ｒａｆａｅｌ

青木弥生 Ｒａｆａｅｌ
8

3

1

2

4
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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 9110 L0006833 中島ちえ子 ウィッシュ

L0008497 浅羽恭子 ヤナギ

　 bye 　

　 　 　

五代和代 湘南ハンドレッドＴＣ

佐々木睦美 湘南ハンドレッドＴＣ

江川典子 Ｒａｆａｅｌ

巌真美子 フリ-

1312 L0018661 高橋誠子 松原TC横浜

L0020046 藤原亜佐子 あわっこくらぶ

杉山典子 開成グリ-ンテニスクラブ

緑河かおり 開成グリ-ンテニスクラブ

　 bye 　

　 　 　

2 2062 L0019224 原　葉子 ＢＥＡＴ　ＴＣ

申請中 石井玲子 ＧＯＤＡＩ-ＴＣ
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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
1 531 L0019617 内田智子 ジュンレオ

L0019616 石井篤子 ジュンレオ

438 L0025436 立谷輝美 相模原グリ-ンＴＣ

L0019002 天野牧子 ウッドテニスクラブ

渡部一美 大井町ファミリ－ＴＣ

長田　縁 大井町ファミリ－ＴＣ

安原明子 湘南ハンドレッドテニスクラブ

松井真弓 湘南ハンドレッドテニスクラブ

2

1

3

4

７０才以上　女子ダブルス

柏本照子 永野眞里子 宝樹澄江

ｼｰﾄﾞ ﾎﾟｲﾝﾄ No 登録番号 氏名 所属 稲田ひろ子 八文字陽子 渡辺君代

1 4041 L0006222 柏本照子 ＢＩＷＡ.Ｔ.Ｃ

L0011962 稲田ひろ子 ＩＴＣ京都

175 L0002351 永野眞里子 グリ-ンロイヤルテニスクラブ

八文字陽子 ミナミテニスクラブ

800 L0019367 宝樹澄江 田園テニス倶楽部

渡辺君代 湘南ハンドレッドテニスクラブ

3

2

得ｹﾞｰﾑ率 順位

1

完了
試合

勝敗



大会運営委員会　御中

大会欠場届け

大会名 小田原オープンベテランテニス選手権大会

出場種目

ドロー番号

選手登録番号

氏名

住所

連絡先電話番号

下記理由により、大会を欠場いたします。
（いずれかに○をつけて内容を記入してください）

１．病気・怪我のため

具体的に記入（診断書も大会終了までに送付すること）

２．その他

具体的に記入

送り先
〒２５６－０８１６　　小田原市酒匂１－４－２８ 　岩本良則　宛
(Email) y-iwamoto480116@nifty.com



回 年 氏名 所属 氏名 所属 回 年 氏名 所属 氏名 所属
第１回 昭和４３年 片上慎一 遠藤 第３３回 平成１２年 遠藤幸司 Ｌ＆Ｍ 森川こずえ Ｌ＆Ｍ

柏木英一 山口 安部隆司 大井町FTC 伊藤亜矢子 足柄ﾛｰﾝ
第２回 昭和４４年 長谷川哲 長沢 第３４回 平成１３年 勝俣正信 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙ 深津祐美子 開成ｸﾞﾘｰﾝ

岩井重郎 新戸幸子 神部義幸 大井町FTC 森川こずえ 大井町FTC

第３回 昭和４５年 辻　修身 小野文子 第３５回 平成１４年 大石清孝 深津祐美子 開成ｸﾞﾘｰﾝ
岸本正彦 山本恒子 高橋和哉 森川こずえ Ｌ＆Ｍ

第4回 昭和４６年 飛鳥井従道 小野文子 第３６回 平成１５年 大石清孝 深津祐美子 開成ｸﾞﾘｰﾝ

菅井悦人 山本恒子 高橋和哉 森川こずえ Ｌ＆Ｍ

第５回 昭和４7年 菅井悦人 藤田 第３７回 平成１６年 藤代昌也 深津祐美子 開成ｸﾞﾘｰﾝ
朝倉伸行 高久由美子 遠藤　拓 森川こずえ ＢEAT 

第６回 昭和４8年 菅井悦人 諸星道子 第３８回 平成１７年 神部義幸 大井町FTC 深津祐美子 開成ｸﾞﾘｰﾝ
朝倉伸行 桜井喜代子 関裕一郎 Ｌ＆Ｍ 森川こずえ ＢEAT 

第７回 昭和４９年 菅井悦人 井上理美子 第３９回 平成１８年 石井裕介 ボム 清水　文 FTC
朝倉伸行 磯崎弘子 上原舞人 クボタ 吉田知香 TOP

第８回 昭和５０年 鈴木武夫 井上理美子 第４０回 平成１９年 石井裕介 ボム 深津祐美子 開成ｸﾞﾘｰﾝ

青山悦二 多田昌江 上原舞人 クボタ 森川こずえ ＢEAT 

第９回 昭和５１年 河野　元 斎藤 第４１回 平成２０年 関裕一郎 佐々木直美 とつかTC

久保田明彦 石井 瀬戸義之 新美友紀 希望ｹ丘

第１０回 昭和５２年 朝倉伸行 片山和子 第４２回 平成２１年 井浜究一郎 今若真樹子 カネボウ
岩本良則 島内久美子 高木浩登 内藤恵子 開成ｸﾞﾘｰﾝ

第１１回 昭和５３年 岸本正彦 片山和子 第４３回 平成２２年 廣瀬暁己 市民 今若真樹子 カネボウ
田中弘志 島内久美子 新谷　颯 明菓小田原 内藤恵子 開成ｸﾞﾘｰﾝ

第１２回 昭和５４年 朝倉伸行 大村暉久枝 第４４回 平成２３年 神部義幸 大井町FTC 和田しのぶ
岩本良則 松本冨美江 関裕一郎 Ｌ＆Ｍ 大桃美樹

第１３回 昭和５５年 岸本正彦 内田まり 第４５回 平成２４年 関裕一郎 高橋紀美江
田中弘志 藍葉 千葉総一郎 高橋真波

第１４回 昭和５６年 岩本良則 八幡山 江島真佐美
山崎桂司 三菱ガス 川口エリカ

第１５回 昭和５７年 岸本正彦 富士足柄 松本冨美江 高麗山 第４６回 平成２５年 林田洋平 高橋紀美江
朝倉伸行 八幡山 柴崎道子 鎌倉宮ｶﾝﾄﾘｰ 竹村大樹 高橋真波

第１６回 昭和５８年 成田雅則 平野ひろ子 足柄ﾛｰﾝ

寺崎弘一 藤原くにえ ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙ
第１７回 昭和５９年 所　眞人 内田まり 第４７回 平成２６年 池谷智隆 高橋紀美江

大鐘一彦 湯山和江 長尾啓史 高橋真波
第１８回 昭和６０年 所　眞人 内田まり 第４８回 平成２７年 佐藤　明 吉田知香 T.O.P

矢野　信 湯山和江 上原舞人 小林美子 富士通厚木

第１９回 昭和６１年 所　眞人 大井町FTC 新井敦子 第４９回 平成２８年 千葉総一郎 L&M、 清家麻理子
篠原正義 アミー 福間慶子 関裕一郎 大井町FTC 佐々木美香

第２０回 昭和６２年 岩本良則 大房亜美 第５０回 平成２９年 竹村大樹 熊倉愛未
内田明男 木名瀬朝子 綿貫友哉 大島楓歩

第２１回 昭和６３年 二見一由 片野三恵子 箱根ｸﾗﾌﾞ 第５１回 平成３０年 金海　俊 富士足柄 熊倉愛未 大磯Tｱｶﾃﾞﾐｰ

安波昭一郎 大勝ひと美 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ 大竹　諒 ゼロックス 大島楓歩 ｻﾃﾗｲﾄTS港北

第２２回 平成元年 深見和男 二宮典子 大磯ﾛｰﾝ 第５２回 令和１年 関裕一郎 大井町FTC 伊藤朋美 ﾌｪﾆｯｸｽ
越野靖弘 工藤みち子 カトレア 池谷智隆 健楽園TC 小林春菜 湘南ﾛｰﾝ

第２３回 平成２年 高橋正志 二宮典子 大磯ﾛｰﾝ 第５３回 令和２年

斎藤正典 工藤みち子 カトレア

第２４回 平成３年 斎藤正典 坂井まゆみ 南足柄ク 第５４回 令和３年

所　眞人 瀬岡かゆき 足柄ﾛｰﾝ

第２５回 平成４年 岩本明彦 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙ 二宮典子 大磯ﾛｰﾝ 第５５回 令和４年

高橋和哉 健楽園TC 工藤みち子 カトレア

第２６回 平成５年 越野靖弘 二宮典子 大磯ﾛｰﾝ
青木彰男 工藤みち子 カトレア

第２７回 平成６年 郡司仁彦 八幡山 瀬岡かゆき
神保貞夫 足柄ローン 石井恵子

第２８回 平成７年 高橋和哉 健楽園TC 二宮典子 大磯ﾛｰﾝ
須藤勝美 足柄ローン 工藤みち子 カトレア

第２９回 平成８年 上間康隆 岸本匡美 ﾌｪﾆｯｸｽ

穂積 芦谷貴子 開成ｸﾞﾘｰﾝ

第３０回 平成９年 神部義幸 開成ｸﾞﾘｰﾝ 二宮 大磯ﾛｰﾝ

尾作達也 Ｌ＆Ｍ 工藤 カトレア

第３１回 平成１０年 高橋和哉 健楽園TC ﾊﾞｰﾝｽﾞ郁美
松本義之 Ｌ＆Ｍ 井上真理

第３２回 平成１１年 大石清孝 朝尾弘子
安波昭一郎 近藤由美子

富士足柄 大磯ﾛｰﾝ

アミー

足柄ﾛｰﾝ

湘南平ＴＣ

大井町FTC コロナ禍により中止

大井町FTC コロナ禍により中止

大井町FTC

小田原倶

アミー

八幡山 アミ－ 神奈中TS Ｔｅａｍ　Ｍ

八幡山 第４７回よりベテランの部は、ベテランJOP大会として開催

大井町FTC

大井町FTC 足柄ﾛｰﾝ 神奈中TS

アミ－ メランジュ

足柄ﾛｰﾝ 健楽園 ラメール

八幡山
　　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

神奈中 ラメール

八幡山 高麗山 市民

富士足柄 足柄ﾛｰﾝ Ｌ＆Ｍ ラメール

八幡山 カトレア Team M

富士足柄 カトレア

足柄ﾛｰﾝ 八幡山

明菓足柄 日立神奈川 Ｌ＆Ｍ

八幡山 富士足柄

八幡山 八幡山

富士足柄 小西六 富士足柄

八幡山 小西六 富士足柄

八幡山 カネボウ 神奈中

八幡山 富士足柄

富士足柄 第一生命

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

男子一般 女子一般 男子一般 女子一般



回 年 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
第２６回 平成５年 岩本良則 - - - - - -

朝倉伸行
第２７回 平成６年 岩本良則 - - - - - -

朝倉伸行
第２８回 平成７年 岩本良則 - - - - - -

朝倉伸行
第２９回 平成８年 岩本良則 - - - - - -

朝倉伸行
第３０回 平成９年 岩本良則 - - - - - -

朝倉伸行
第３１回 平成１０年 川崎克郎 - - - - - -

太田
第３２回 平成１１年 岩本良則 - - - - - -

内田俊正
第３３回 平成１２年 岩本良則 - - - - - -

内田俊正
第３４回 平成１３年 岩本良則 - - - - - -

内田俊正
第３５回 平成１４年 岩本良則 高橋利行 富士足柄 - - 小澤昌子 八幡山

内田俊正 岡田五郎 大井町ＦＴＣ 石井恵子 足柄ﾛｰﾝ
第３６回 平成１５年 森　喜登 富士見 高橋利行 富士足柄 - - - -

村上圭司 健楽園 岡田五郎 大井町ＦＴＣ

第３７回 平成１６年 高橋正志 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙ 高橋辰男 瀬岡かゆき 足柄ﾛｰﾝ - -
斉藤正典 市民 皆木素行 石黒博子 ベルエール

第３８回 平成１７年 高橋正志 湯山尊明 富士小田原 - - - -
剱持孝治 秋貞賢英 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙ

第３９回 平成１８年 菊地譲二 内田俊正 - - - -
高橋裕昭 山崎桂司

第４０回 平成１９年 越野靖弘 日本新薬 嶋田俊雄 最川愛子 - -
露木　進 ハングリー 金谷賢光 近藤由実子

第４１回 平成２０年 越野靖弘 日本新薬 岩本良則 加藤 海老名 - -
露木　進 ハングリー 朝倉伸行 長島 寒川ﾛ-ﾝ

第４２回 平成２１年 二見一由 富士見 金谷賢光 横田久代 荏原ＳＳＣ - -
平井　浩 健楽園 嶋田俊雄 森　一代 富士見

第４３回 平成２２年 福田俊一 岩本良則 八幡山 大里　史 - -
渡部克典 菊地譲二 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙ 田村恵美子

第４４回 平成２３年 江川裕一郎 カネボウ 岩本良則 八幡山 丸山和子 カトレア - -
高橋和哉 富士足柄 菊地譲二 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙ 柴田厚子 アヤセ

第４５回 平成２４年 江川裕一郎 カネボウ 岩本良則 八幡山 加藤千枝子 - -
高橋和哉 富士足柄 菊地譲二 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙ 古川博子

第４６回 平成２５年 佐々木浩 神奈中 不成立 -- - - 片岡まり子
長尾啓史 健楽園 若松美雪

　　　　第４７回よりベテランの部は、ベテランJOP大会として開催

回 年 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
第４３回 平成２２年 - - - - 大沼達正 八幡山 - -

高橋辰男 大井町ＦＴＣ

第４４回 平成２３年 - - - - 大沼達正 八幡山 - -
高橋辰男 大井町ＦＴＣ

第４５回 平成２４年 - - - - 大沼達正 八幡山 - -
高橋辰男 大井町ＦＴＣ

　　　　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 菊地譲二 岩本良則 八幡山 大沼達正 八幡山 加藤千枝子

斎藤正典 川崎 扇 高橋辰男 大井町ＦＴＣ 古川博子
　　　　第４７回よりベテランの部は、ベテランJOP大会として開催

女子４５才以上

ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙ メランジュ

男子５５才以上 男子６５才以上 男子７０才以上

　　　　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

大井町ＦＴＣ

メランジュ

八幡山

八幡山 BEAT

富士足柄

ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙ 八幡山

富士足柄 足柄ﾛｰﾝ

大井町ＦＴＣ

ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙ

八幡山

八幡山

八幡山

八幡山

大磯ロ－ン

八幡山

八幡山

八幡山

八幡山

女子５０才以上 女子５５才以上

八幡山

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

男子４５才以上 男子６０才以上



回 年 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
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４７回 平成２６年 小野塚英一 ROFT 斎藤隆行 ｱｰﾙﾍﾞﾙｸﾞ 高橋和哉 富士足柄 亀山修司 京王ＴＣ
中島義晃 松戸市協会 大沢　健 L&M 勝俣正信 オレンジヒル 渡辺隆典 RIZU

第４８回 平成２７年 不成立 - 安部隆司 大井町ＦＴＣ 高橋和哉 富士足柄 中家勝彦 富士ゼロックス
保　俊也 アクア 勝俣正信 オレンジヒル 南　久男 フリー

第４９回 平成２８年 不成立 - 鈴木善久 稲城市連盟 木村孝明 梶　篤司 ハングリー

水野光太郎 フリー 長尾啓史 関野彰久 ボム

第５０回 平成２９年 不成立 - 春山道男 テニスプラザ戸塚 有沢恭吾 高橋和哉
小山紀三男 ｼﾀﾞｰｽﾞｲﾝﾄﾞｱTS 長尾啓史 勝俣正信

第５１回 平成３０年 不成立 - 佐藤俊輔 亀の甲山 中山広樹 千台ＴＣ 高橋和哉 富士足柄
村田智志 BLACK SOX 太田辰弥 ロヴィング 長尾啓史 健楽園

第５２回 令和１年 不成立 - 不成立 - 千鳥貴裕 クレスト 宮本昭雄 京王TC
伊東誠二郎 帝人フロンティア 矢野克彦 横浜ガーデン

第５３回 令和２年

第５４回 令和３年

第５５回 令和４年 不成立 -

回 年 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
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４７回 平成２６年 島田聡司 ﾗｯｸ港南台TG 淵田孝一 塩見芳彦 横須賀ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ 飛鳥井光治 ﾁｬﾚﾝｼﾞTC
福寿　康 夢見ヶ崎LTC 宮坂　豊 柴田　豊 田園TC 小川正澄 ﾌｪﾆｯｸｽｽﾎﾟｰﾂ

第４８回 平成２７年 島田聡司 ﾗｯｸ港南台TG 内田明男 小田原ｶﾞｰﾃﾞﾝTC 淵田孝一 横浜ｽﾎﾟｰﾂﾏﾝｸﾗﾌﾞ 桐原清徳 和泉TC
福寿　康 夢見ヶ崎LTC 浜野　健 富士フイルム 堀川道夫 流山ｸﾞﾘｰﾝTC 岸本正彦 小田原ｶﾞｰﾃﾞﾝTC

第４９回 平成２８年 福寿　康 夢見ヶ崎LTC 土橋保友 オレンジヒル 植野直樹 桐原清徳 和泉TC
島田聡司 ﾗｯｸ港南台TG 崎野邦一 Lucky-L 岩辺　滋 岸本正彦 小田原ｶﾞｰﾃﾞﾝTC

第５０回 平成２９年 福寿　康 夢見ヶ崎LTC 二見一由 淵田孝一 東宝調布TC 井上雅幾 とつかTC

島田聡司 ﾗｯｸ港南台TG 田口正弘 堀川道夫 流山ｸﾞﾘｰﾝTC 星井　眞 鎌倉宮ｶﾝﾄﾘｰ

第５１回 平成３０年 高橋剛宏 ブロバインズ 福寿　康 淵田孝一 東宝調布TC 植野直樹
丸山一隆 みんなのテニス 浜條和弘 堀川道夫 流山ｸﾞﾘｰﾝTC 岩辺　滋

第５２回 令和１年 江原光二 湘南ﾌｧﾐﾘｰ ジェフリー金本 港区T連盟 笠原良一 金子芳久
南　　久男 イザワTG 露崎博司 江戸川区T連盟 添田　功 肱岡正臣

第５３回 令和２年

第５４回 令和３年

第５５回 令和４年

回 年 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
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４７回 平成２６年 不成立 - 不成立 - 不成立 - 重田里実 Rafael

木村真澄 フリー

第４８回 平成２７年 磯田憲佑 ﾌｪﾆｯｸｽｽﾎﾟｰﾂ 不成立 - 不成立 - 加藤千枝子

向高祐寿 ｼｰﾄﾞｱﾔｾ 佐々木美香

第４９回 平成２８年 有本誠一郎 鎌倉ローン 不成立 - 小橋悦子 富士足柄 清家麻里子
木下正利 鎌倉宮ｶﾝﾄﾘｰ 水本綾子 佐々木美香

第５０回 平成２９年 有本誠一郎 鎌倉ローン 不成立 - 不成立 - 山田孝江 フリー
木下正利 鎌倉宮ｶﾝﾄﾘｰ 杉山美佳 Rafael

第５１回 平成３０年 福地康博 寒川ローン 不成立 - 不成立 - 平沼秋 Rafael
福島尚雄 横須賀ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ 鈴木由香 Rafael

第５２回 令和１年 木下正利 鎌倉宮ｶﾝﾄﾘｰ 不成立 - 不成立 - 不成立 -
馬杉秩彦 TGレニックス

第５３回 令和２年

第５４回 令和３年

第５５回 令和４年 不成立 - 不成立 -

メランジュ

コロナ禍により中止

メランジュ

コロナ禍により中止

相模原ｸﾞﾘｰﾝ

男子７５才以上 男子８０才以上

コロナ禍により中止

女子３５才以上 女子４０才以上

夢見ヶ崎LTC ナイナイTC

コロナ禍により中止

湘南ﾌｧﾐﾘｰTC

ナイナイTC

小田原Ｔ倶楽部

YSC

男子５５才以上 男子６０才以上 男子６５才以上 男子７０才以上

コロナ禍により中止

コロナ禍により中止

健楽園

健楽園 オレンジヒル

男子３５才以上 男子４０才以上 男子４５才以上 男子５０才以上

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



回 年 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
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４７回 平成２６年 内川洋子 ﾍﾞﾙｴｰﾙ 勝又千恵子 伊藤芳子 不成立 -
田畑幸子 ｱｰﾙﾍﾞﾙｸﾞ 山村恵子 田代美知子

第４８回 平成２７年 新井和美 中島ちえ子 ウィッシュ 森　秀子 荏原SSC 田村恵美子
亀井真由美 浅羽恭子 ヤナギ 芦谷貴子 足柄ﾛｰﾝ 朝尾弘子

第４９回 平成２８年 守屋かなる ｱｰﾙﾍﾞﾙｸﾞ 中島ちえ子 ウィッシュ 柴田元美 -

八木真澄 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙ 浅羽恭子 ヤナギ 大串佳代
第５０回 平成２９年 会津千波 湘南ファミリー 中島ちえ子 ウィッシュ 名取裕子 ラ・メール 芦谷貴子 足柄ﾛｰﾝ

小島初美 足柄ﾛｰﾝ 浅羽恭子 ヤナギ 立谷輝美 相模原グリーン 森　秀子 荏原SSC
第５１回 平成３０年 石橋生子 富士見 中島ちえ子 ウィッシュ 和田貴美子 東宝調布TC 芦谷貴子 足柄ﾛｰﾝ

浅倉紀子 グリーンスカイ 浅羽恭子 ヤナギ 峰岸寿真子 京王TC 森　秀子 荏原SSC
第５２回 令和１年 酒井知代子 松山下SC 浅羽恭子 加藤千枝子 メランジュ 不成立 -

佐々木美香 湘南ローン 池田千奈津 鈴木聡子 鎌倉宮ｶﾝﾄﾘｰ
第５３回 令和２年

第５４回 令和３年

第５５回 令和４年

回 年 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
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４７回 平成２６年 石黒博子 湘南ﾛｰﾝ 石井恵子 足柄ﾛｰﾝ 不成立 -
森　幸子 鎌倉宮ｶﾝﾄﾘｰ 麻生みね子 あたごTC

第４８回 平成２７年 瀬岡かゆき 足柄ﾛｰﾝ 石井恵子 足柄ﾛｰﾝ 不成立 -
神長政子 湘南ﾌｧﾐﾘｰ 藤波佳子 静岡ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

第４９回 平成２８年 永野真里子 トキワクラブ伊豆高原 石井恵子 足柄ﾛｰﾝ 不成立 -
八文字陽子 ミナミＴＣ 藤波佳子 静岡ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

第５０回 平成２９年 石黒博子 メランジュ 石井恵子 不成立 -
森　幸子 鎌倉宮ｶﾝﾄﾘｰ 高原米子

第５１回 平成３０年 田村恵美子 瀬岡かゆき 不成立 -
朝尾弘子 石井恵子

第５２回 令和１年 田村恵美子 久宗道子 ラック港南台 不成立 -
朝尾弘子 昼間真紀子 湘南ﾊﾝﾄﾞﾚｯﾄﾞ

第５３回 令和２年

第５４回 令和３年

第５５回 令和４年 不成立 - 不成立 -

コロナ禍により中止

足柄ﾛｰﾝ

BEAT 足柄ﾛｰﾝ

BEAT

コロナ禍により中止

女子７５才以上女子６５才以上 女子７０才以上

コロナ禍により中止

ヤナギ

コロナ禍により中止

BEAT

YSC 不成立

UNO YSC

湘南ﾌｧﾐﾘｰTC

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

女子４５才以上 女子５０才以上 女子５５才以上 女子６０才以上



会場案内

小田原テニスガーデン

砂入り人工芝　１６面

小田原市蓮正寺83-1　0465-37-4711
（１）電車利用の場合
　　小田急小田原線「螢田駅」から徒歩13分
（２）車の場合
　　東名高速道路「大井松田IC」から約6.5km、小田原厚木道路「小田原東IC」から約2.5km
　　国道255号「成田南」交差点を右左折、富士見大橋の先。

↑ 

小田原アリーナへ 

 
          駐車場 
 （テニスコート脇の駐車場は狭いため 
  こちらの駐車場の利用をお勧めします） 
 

駐 
車 
場 

テニスガーデン入り口 

事務棟 
更衣室 

大会本部・受付 

富士見大橋 

コンビニ 




