
ペア
合計年令 name 1R 2R 3R QF SF

1 179 奥田　四郎 明治神宮外苑テニスクラブ A F
永島　昭彦 武蔵野ローンテニスクラブ 安永/安永 藤川/小田 太田/中村

2 162 安永　良夫 軽井沢会 6-5 B 6-2

安永　利津子 軽井沢会 安永/安永 太田/中村

3 bye 6-3

bye
4 167 岩淵　元 鎌倉ローンテニスクラブ

吉阪　啓子 軽井沢会 岸本/井門

5 174 熊谷　更新 関町ローンテニスクラブ 6-2

斎藤　恵美子 熊谷/斎藤

6 163 長澤　俊彦 軽井沢会 6-0

長澤　美知子 軽井沢会 岸本/井門

7 bye 6-5

bye
8 161 岸本　駿二 軽井沢会

井門　富美子 軽井沢会 渡辺/小松

9 160 後藤　哲夫 6-1

木村　員士 鷹の台テニスクラブ 渡辺/小松

10 156 渡辺　清和 軽井沢会 6-2

小松　俊爾 渡辺/小松

11 bye 6-0

bye
12 159 伍堂　ひろみ 軽井沢会

山川　浩司 東京ローンテニスクラブ 渡辺/小松

13 153 井上　武夫 立野ローンテニスクラブ 6-2

村上　久美子 井上/村上

14 151 栁　繁夫 成蹊会 6-1

横川　繁隆 成蹊会 井上/村上

15 bye 6-1

bye
16 160 伍堂　英雄　 軽井沢会 A

戸田　英冠 東京ローンテニスクラブ 藤川/小田

17 160 斉藤　武子 6-5

川島　知水 神原/須藤

18 157 神原　直子 軽井沢会 W.O.

須藤　御恵子 田園テニスクラブ 西村/西村

19 bye 6-5

bye
20 167 西村　博 関町ローンテニスクラブ

西村　友子 関町ローンテニスクラブ 西村/西村

21 152 勝　正恒 軽井沢会 6-2

鈴木　利郎 保坂/金子

22 151 保坂　和 HOTテニス会 6-0

金子　恒子 友遊クラブ 保坂/金子

23 bye 6-2

bye
24 150 尾関　文代 軽井沢会

水木　和 藤川/小田

25 153 藤川　正勝 中央林間テニスクラブ 6-1

小田　益造 藤川/小田

26 152 武藤　健一 明治神宮外苑テニスクラブ　　　 6-1

上野　広史 明治神宮外苑テニスクラブ　　　 藤川/小田

27 bye 6-4

bye
28 160 相川　隆信 鎌倉ローンテニス倶楽部

福井　淳之助 軽井沢会 藤川/小田

29 146 大関　直美 京王テニスクラブ 6-2

神﨑　喜美子 京王テニスクラブ 田辺/佐藤

30 142 田辺　照子 日本シニアテニス連盟 6-2

佐藤　喜三子 日本シニアテニス連盟 大胡/田中

31 bye 6-2

bye
32 156 大胡　雅美

田中　日出男

2016年 軽井沢国際テニストーナメント（懇親種目）

グランドベテランダブルス

明治神宮外苑テニスクラブ

明治神宮外苑テニスクラブ

ｻﾞﾊﾞｽｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ金沢八景

大正セントラルテニスクラブ

鎌倉宮カントリーテニスクラブ

鎌倉宮カントリーテニスクラブ

明治神宮外苑テニスクラブ

日本シニアテニス連盟東京

明治神宮外苑テニスクラブ

三菱東京UFJテニスクラブ７
日本シニアテニス連盟東京　稲門Ｔ．Ｃ．



ペア
合計年令 name 1R 2R 3R QF SF

2016年 軽井沢国際テニストーナメント（懇親種目）

グランドベテランダブルス

33 167 岩淵　元 鎌倉ローンテニスクラブ

吉阪　啓子 軽井沢会 安野/佐藤

34 162 安野　洋子 6-2

佐藤　章子 結城レディース 奥田/永島

35 bye 6-1

bye
36 179 奥田　四郎

永島　昭彦 谷津/岩崎

37 164 谷津　正次 ポプラ俱楽部 6-3

岩崎　貴久子 谷津/岩崎

38 161 岸本　駿二 軽井沢会 6-1

井門　富美子 軽井沢会 谷津/岩崎

39 bye 6-0

bye
40 163 長澤　俊彦 軽井沢会

長澤　美知子 軽井沢会 谷津/岩崎

41 159 伍堂　ひろみ 軽井沢会 6-4

山川　浩司 東京ローンテニスクラブ 志田/保坂

42 158 志田　田鶴子　 笠松テニスクラブ 6-2

保坂　嘉男 HOTテニス会 後藤/木村

43 bye 6-2

bye
44 160 後藤　哲夫

木村　員士 鷹の台テニスクラブ 後藤/木村

45 160 伍堂　英雄　 軽井沢会 6-1

戸田　英冠 東京ローンテニスクラブ 荻原/荻原

46 159 荻原　 年 鎌倉ローンテニスクラブ 6-1

荻原　和子 鎌倉ローンテニスクラブ 荻原/荻原

47 bye 6-2

bye
48 151 栁　繁夫 成蹊会 B

横川　繁隆 成蹊会 太田/中村

49 167 西村　博 関町ローンテニスクラブ 6-2

西村　友子 関町ローンテニスクラブ 地引/須藤

50 165 地引　道夫 6-1

須藤　芳枝 軽井沢会 地引/須藤

51 bye 6-3

bye
52 157 神原　直子 軽井沢会

須藤　御恵子 田園テニスクラブ 地引/須藤

53 157 星野　陽子 田園テニスクラブ 6-5

小林　サヨ 富士オオトミテニスクラブ 星野/小林

54 150 尾関　文代 軽井沢会 6-2

水木　和 星野/小林

55 bye 6-0

bye
56 152 勝　正恒 軽井沢会

鈴木　利郎 太田/中村

57 160 相川　隆信 鎌倉ローンテニス倶楽部 6-0

福井　淳之助 軽井沢会 高橋/村上

58 156 高橋　克彦 成蹊テニス会 6-1

村上　孝雄 成蹊テニス会 高橋/村上

59 bye 6-4

bye
60 152 武藤　健一 明治神宮外苑テニスクラブ　　　

上野　広史 明治神宮外苑テニスクラブ　　　 太田/中村

61 157 太田　衛 西和田テニスクラブ 6-1

中村　宣弘 松本市たけぶちTC 太田/中村

62 156 大胡　雅美 6-2

田中　日出男 太田/中村

63 bye 6-1

bye
64 146 大関　直美 京王テニスクラブ

神﨑　喜美子 京王テニスクラブ

三菱東京UFJテニスクラブ７
日本シニアテニス連盟東京　稲門Ｔ．Ｃ．

スマイルショットテニスクラブ

明治神宮外苑テニスクラブ

武蔵野ローンテニスクラブ

明治神宮外苑テニスクラブ

明治神宮外苑テニスクラブ

明治神宮外苑テニスクラブ　　　

明治神宮外苑テニスクラブ

明治神宮外苑テニスクラブ


