
第83回毎日テニス選手権：ベテラン：55歳以上
2004/8/9- 2004/8/15 男子シングルス

name

1 内藤 義雄 横浜ガーデンＴＣ 内藤 義雄

2 bye    
内藤 義雄

3 加山 満 宝塚LPTC 加山 満
60 60  

4 岡野 静夫 松山下ＳＣ 63 60  
内藤 義雄

5 末木 一夫 イザワＴＧ 末木 一夫
63 60  

6 小松 勇二 神宮TC 62 62  
末木 一夫

7 福崎 捷治 テニスユニバース 福崎 捷治
62 62  

8 絹山 実 狛江ローンＴＣ 76 46 60 
内藤 義雄

9 足利 誠薫 神崎川ＴＣ 足利 誠薫
64 62  

10 大塚 利一 平山台ＴＣ 62 61  
向井 秀文

11 亀崎 茂幸 萩山テニスコート 向井 秀文
06 61 63 

12 向井 秀文 浜寺ＴＣ 75 64  
辰野 元文

13 米山 徹夫 越谷グリーンＴＣ 岩本 茂
61 60  

14 岩本 茂 向陵ＴＣ    W.O.
辰野 元文

15 塩野 啓二 八王子アイビーＴＣ 辰野 元文
60 62  

16 辰野 元文 金子ＧＴＡ 62 62  
内藤 義雄

17 重村 威生 宇部興産(株） 重村 威生
63 61  

18 成澤 信義 宮城県石巻テニス協会 61 60  
重村 威生

19 庄村 勝雄 狛江ローンＴＣ 早田 謙次
61 61  

20 早田 謙次 富士見が丘ローンＴＣ 61 60  
重村 威生

21 吉田 弘 三菱重工相模原 山田 忠利
64 52  RET

22 山田 忠利 ブリヂストンスポーツ 61 62  
山田 忠利

23 辻 正三 京王ＴＣ 辻 正三
60 63  

24 川本 健一 大森ＴＣ 63 63  
福田 正

25 森部 和彦 大森ＴＣ 森部 和彦
64 75  

26 小幡 恭弘 明治神宮外苑ＴＣ 61 61  
朝倉 伸行

27 朝倉 伸行 八幡山ロ－ンＴＣ 朝倉 伸行
62 64  

28 兼子 隆道 和泉ＴＣ    W.O.
福田 正

29 日下 正敏 稲門ＴＣ 渡部 吉郎
61 76(4)  

30 渡部 吉郎 明治神宮外苑ＴＣ    W.O.
福田 正

31 小西 正敏 大島フラワーＴＣ 福田 正
61 62  

32 福田 正 大林ＴＧ光明地 61 61  
内藤 義雄

33 郡司 東男 金子ＧＴＡ 郡司 東男
64 61  

34 林 俊明 WTC 61 61  
郡司 東男

35 渡辺 宏二 新座ローンＴＣ 渡辺 宏二
60 62  

36 川地明幸 武蔵台ＴＣ（日高市内） 61 46 61 
郡司 東男

37 瀬野 豊久 百草ＴＣ 大木 康次
62 63  

38 大木 康次 立川GMＴＣ 63 64  
小野田 隆義

39 小野田 隆義 若草ＴＣ 小野田 隆義
61 61  

40 冬木 嘉平次 国立霞ヶ丘 60 61  
郡司 東男

41 畑 明夫 あざみ野ローンTC 畑 明夫
62 62  

42 丸山 和男 フリー 61 64  
畑 明夫

43 佐々木 廣 スポーレＴＣ 佐々木 廣
46 62 10 RET

44 須藤 實 アサヒビール 64 64  
杉山 学

45 中島 甲子郎 新座ローンＴＣ 中島 甲子郎
62 62  

46 吉田 米助 フリー 60 61  
杉山 学

47 和田 誠 高松ローンＴＣ 杉山 学
63 62  

48 杉山 学 SGTクラブ    W.O.
郡司 東男

49 吉本 静三 フォーティ 吉本 静三
75 62  

50 橋本 俊宣 立川グリーンＴＣ 62 60  
吉本 静三

51 野村 忍 武蔵野ローンＴＣ 野村 忍
64 62  

52 石井 真一 神宮ＴＣ 60 62  
吉本 静三

53 天野 民男 田園テニス倶楽部 島田 俊夫
61 61  

54 島田 俊夫 （株）タンガロイ    W.O.
遠藤 晃文

55 遠藤 晃文 メディカルSP 遠藤 晃文
63 64  

56 三橋 保 関町ローンＴＣ 67(9) 62 63 
吉本 静三

57 清水 道夫 SGTクラブ 清水 道夫
64 46 64 

58 國井 孝 新座ローンTC 57 63 63 
清水 道夫

59 藪 孝雄 田園テニス倶楽部 三枝 猛志
63 62  

60 三枝 猛志 亀の甲山ＴＣ 60 62  
三井 和彦

61 三井 和彦 明治神宮外苑ＴＣ 三井 和彦
64 63  WINNER

62 山口 光廣 シードアヤセＴＣ 61 61  
三井 和彦 内藤 義雄

63 田代 哲夫 グレイスＴＣ 中山 三男
46 63 43 RET 16 64 30 RET

64 中山 三男 みかも山ＴＣ 75 62  



65 松田 晃 狛江ローンＴＣ 松田 晃

66 和久井 敏夫 小平ＴＣ 62 63  松田 晃

67 宮平 光高 フリー 浜野 紘二 62 60  

68 浜野 紘二 横須賀ＴＣ 61 75  松田 晃

69 小内 盛幸 国立スポーツ科学センター 鶴 達郎 61 61  

70 鶴 達郎 桜台ＴＣ 63 63  藤井 光晴

71 小川 勇 栗平ファミリーＴＣ 藤井 光晴 76(7) 36 75 

72 藤井 光晴 守谷ＴＣ 61 64  松田 晃

73 宮地 俊樹 明治神宮外苑ＴＣ 宮地 俊樹 62 63  

74 呼子 徹 明治神宮外苑ＴＣ 60 60  寺内 寿明

75 真篠 宏明 西東京スポーツセンター 寺内 寿明 36 62 64 

76 寺内 寿明 舞鶴グリーンＴＣ 62 60  平井 昭司

77 旦野 博 マントミ 旦野 博 64 62  

78 森谷 直之 小平テニス倶楽部 16 64 64 平井 昭司

79 矢守 章 ＩＳＡＳＴＣ 平井 昭司 60 46 63 

80 平井 昭司 田園ＴＣ 61 60  松田 晃

81 増田 英夫 光が丘ＴＣ 上田 滋 64 64  

82 上田 滋 高井戸ダイヤモンドＴＣ 64 46 62 上田 滋

83 木ノ内 渉 菊名グリーンＴＣ 天野 俊之 63 61  

84 天野 俊之 RATTSTC    W.O. 上田 滋

85 伊賀上 貞敏 立川グリーンＴＣ 伊賀上 貞敏 62 61  

86 酒井 俊英 鎌倉ローンＴＣ 64 06 61 柴田 豊

87 渡辺 博 江戸川台ＴＣ 柴田 豊 76 36 63 

88 柴田 豊 田園テニス倶楽部 61 76(8)  小黒 次平

89 高木 範夫 萩山テニスコート 足立 長彦 62 60  

90 足立 長彦 サンランドロイヤルTC 61 61  足立 長彦

91 松本 正一 ウエストグリーンＴＣ 松本 正一 57 64 62 

92 太田 克孝 すがの台TC 76(3) 62  小黒 次平

93 雄賀多 恒男 明治神宮外苑ＴＣ 雄賀多 恒男 16 64 61 

94 佐藤 武夫 明治神宮外苑ＴＣ 76(2) 61  小黒 次平

95 小黒 次平 山王会 小黒 次平 62 62  

96 松岡 和雄 大島フラワーＴＧ 36 76(4) 64 松田 晃

97 新美 進 鷺宮製作所 新美 進 57 43  RET

98 八矢 芳幸 明治神宮外苑ＴＣ 62 61  松本 好弘

99 松本 好弘 フォーティ 松本 好弘 64 26 62 

100 石橋 富士男 立川ＴＣ 61 61  松本 好弘

101 黒沢 豊作 ラポームあすなろＲＣ 黒沢 豊作 16 75 64 

102 浅海 安義 新座ローンＴＣ 46 63 62 増子 隆茂

103 中村 千里 湘南平ＴＣ 増子 隆茂 62 61  

104 増子 隆茂 鎌倉ローンＴＣ 63 75  田代 晴宣

105 青木 良一 中央林間ＴＣ 片山 五郎 75 76(3)  

106 片山 五郎 明治神宮外苑ＴＣ 36 60 62 片山 五郎

107 深見 栄司 明治神宮外苑ＴＣ 山田 孝夫 61 75  

108 山田 孝夫 石神井ローンＴＣ 62 57 75 田代 晴宣

109 村上 交周 パンダハウス 村上 交周 62 62  

110 大野 義和 TEAM JANNU 64 64  田代 晴宣

111 鹿内 義治 善福寺公園ＴＣ 田代 晴宣 61 63  

112 田代 晴宣 明治神宮外苑ＴＣ 60 63  田代 晴宣

113 谷口 幸一郎 森の里TC 谷口 幸一郎 62 64  

114 柳川 嘉夫 昭和の森ＴＣ 63 61  清重 瞬介

115 丸山 剛 明治神宮外苑ＴＣ 清重 瞬介 64 64  

116 清重 瞬介 明治神宮外苑ＴＣ 61 76(1)  中島 優史

117 中島 優史 入間ウイング 中島 優史 64 64  

118 茂戸藤 一 江戸川台ＴＣ    W.O. 中島 優史

119 久我口 正徳 フリー 柴田 良一 63 64  

120 柴田 良一 石橋体協ＴＣ 16 76(5) 76(1) 西澤 英雄

121 喜多方 直義 日本銀行 笹本 透 64 64  

122 笹本 透 明治神宮外苑ＴＣ 62 61  宮井 久憲

123 田島 俊雅 三菱マテリアル 宮井 久憲 61 16 63 

124 宮井 久憲 高松ローンＴＣ 63 61  西澤 英雄

125 西澤 英雄 田園ＴＣ 西澤 英雄 62 63  

126 藤井 則雄 フリー 62 60  西澤 英雄

127 西 洋三 コマツ 松原 博文 36 75 64 

128 松原 博文 岐阜グリーンＴＣ 63 62  


