
第24回浦安オープン選手権 浦安市テニス協会　浦安市運動公園テニスコート

男子一般シングルス

優勝 神田 留尉 (A-one)

準優勝 鈴木 啓之 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ)

３位 上泉 貴靖 (青べか)

４位 奥田 真也 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ)

1R 2R 3R 4R SF SF 4R 3R 2R 1R

〇はシード番号

神田 留尉 村上 準

80 98(4)

高橋 純 日熊 丈瑠

W.O. 82

神田 留尉 村上 準

82 82

堀場 俊宏 野口 創太

84 81

堀場 俊宏 野口 創太

81 82

宮山 貴弘 油谷 将行

85 83

神田 留尉 上泉 貴靖

82 83

伊藤 雅洋 熊田 暉

80 86

伊藤 雅洋 村上 雅孝

82 86

槐 幸一 村上 雅孝

80 W.O.

ｼｪﾗｰ聖也 ﾄｰﾏｽ 上泉 貴靖

86 97

上泉 貴靖

81

ｼｪﾗｰ聖也 ﾄｰﾏｽ 上泉 貴靖

W.O. 神田 留尉 97

ｼｪﾗｰ聖也 ﾄｰﾏｽ 62,64
83 神田 留尉 鈴木 啓之

W.O. 97 井上 雄太

86

西 康二 井上 雄太

86 80

西 康二 鈴木 政人

98(3) W.O.

今井 秀星 井上 雄太

81 82

内橋 伸仁 鮫嶋 孝文

W.O. 86

今井 秀星 今井 隆裕

83 86

今井 秀星 今井 隆裕

81 85

奥田 真也 鈴木 啓之

86 81

中尾 礼文 尾崎 彰雄

83 82

中尾 礼文 尾崎 彰雄

82 82

高橋 一成 伊達 直希

81 W.O.

奥田 真也 鈴木 啓之

82 80

大越 陽一 宮木 忠尚

W.O. 81

奥田 真也 鈴木 啓之

81 82

３位決定戦

W.O.

上泉 貴靖

②

④

⑤

⑥

⑦⑧

29 奥田 真也 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ)

24 三野 圭介 (日の出)

(ｳｲﾝｽﾞ) 吉永 成宏 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 55

(ﾌﾘｰ)

(青べか) 42

27 山下 一樹 (千葉興業銀行) 宮木 忠尚 (ﾌﾘｰ) 56

29 奥田 真也 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 上泉 貴靖

鈴木 啓之 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 58

(TEAM ZERO) 5728 大越 陽一 砂川 誠治

(ﾌﾘｰ)

金子 博秋

54

26 石川 和彦

25 高橋 一成 (ﾌﾘｰ) 伊達 直希

22 今井 秀星 (ﾌﾘｰ)

23 中尾 礼文 (TEAM ZERO) 田中 敦彦

(青べか)

(翼)

鮫嶋 孝文

鈴木 政人 (ﾌﾘｰ) 46

上泉 貴靖

尾崎 彰雄 (ﾎﾟﾝｶﾗ) 53

52

山口 晋 (ﾍﾞｲﾘｰﾌ) 51

(ﾌﾘｰ) 47

井上 雄太 (ﾌﾘｰ) 45

土子 太一 (BAY WAVE) 41

(ﾌﾘｰ) 40

39

③

21 野本 達也 (ﾌﾘｰ) 今井 隆裕 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 50

48

20 沼田 剛宏 (TEAM ZERO) 渡邊 優一郎 (ﾍﾞｲﾘｰﾌ) 49

16 神谷 宜明 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ)

19 内橋 伸仁 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ)

17 鈴木 明宏 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ)

18 西 康二 (日の出)

13 光岡 大 (ﾌﾘｰ)

(ﾌﾘｰ) 44

14 加澤 秀弥 (市川七中) 山脇 聡

(青べか) 42

(ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 43

15 ｼｪﾗｰ聖也 ﾄｰﾏｽ (TEAM ZERO)

(TEAM ZERO)

11 森山 雄一朗 (東海大浦安中) 村上 雅孝

12 相原 慶多 (ﾌﾘｰ)

(ﾌﾘｰ)

Not played

大橋 夏樹

38

37

10 槐 幸一 (SOL) 高梨 孝一

9 山本 慎太郎 (ﾌﾘｰ) 熊田 暉

8 伊藤 雅洋 (ﾍﾞｲﾘｰﾌ) 西野 健太郎 (日の出)

7 宮山 貴弘 (TEAM ZERO) 油谷 将行 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 36

多田 健 (TEAM ZERO) 34

中条 航希 (ﾌﾘｰ) 35

5 堀場 俊宏 (ﾌﾘｰ)

6 大西 隆之 (日の出)

野口 創太 (MFｽﾀｰﾀﾞｽﾄ) 33

3 藤村 哲也 (ﾌﾘｰ) 水出 圭一

4 渡辺 龍之介 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ)

(ﾌﾘｰ) 32

Final

村上 準 (BAY WAVE) 30

日熊 丈瑠 (東京学館浦安高) 31

1 神田 留尉 (A-one)①

2 高橋 純 (ﾌﾘｰ)



第24回浦安オープン選手権 浦安市テニス協会　浦安市運動公園テニスコート

男子45才シングルス

優勝 山根 知 (船橋さくら)

準優勝 矢野 明 (ORTC)

３位 中本 洋志 (SOL)

４位 阿部 雅重 (ﾌﾘｰ)

1R 2R 3R 4R SF SF 4R 3R 2R 1R

〇はシード番号

山根 知 良元 克年

82 83

皆神 武史 八木岡 武志

80
山根 知 良元 克年

83

81 84

岡本 直典 岡田 宜之

85 80

山根 知 中本 洋志

85 83

原田 義彦 船木 孝一

83 83

佐久間 徹 中本 洋志

田辺 信之

84 83
村山 健

85 97

佐久間 徹 山根 知 中本 洋志

81 83 80

山根 知 矢野 明

85 82

石山 真吾 小田 徹志

81 98(6)

渡辺 秀昭 田中 紺

82
石山 真吾 小田 徹志

81

83 86

佐瀬 陽一郎 市川 和宏

82 83

阿部 雅重 矢野 明

80 84

新堀 英樹 酒井 大幹

81 84

阿部 雅重 矢野 明

中井 直人

80 80
中村 祐二

82 82

阿部 雅重 矢野 明

81 83

３位決定戦

85

中本 洋志

岡本 直典 (Air-K)

(ﾌﾘｰ)

④

20 阿部 雅重 (ﾌﾘｰ)

Final

良元 克年 (ﾌﾘｰ)①

3 皆神 武史 (ﾍﾞｲﾘｰﾌ) 川合 学 (ﾌﾘｰ)

八木岡 武志2 上枝 俊二

1 山根 知 (船橋さくら)

岡田 宜之 (Air-K)

7 原田 義彦 (MFｽﾀｰﾀﾞｽﾄ) 入江 眞吾 (ﾌﾘｰ)

5 山崎 照弘 (青べか) 伊東 寛記 (BAY WAVE)

6 東田 健 (ﾌﾘｰ)

4

船木 孝一 (ﾎﾟﾝｶﾗ)

越沼 智行

14 佐瀬 陽一郎 (日の出)

12 友田 耕生 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川)

8 田辺 信之 (ｱﾄﾐｯｸ) 村山 健 (日の出)

10 佐久間 徹 (船橋さくら)

28

11 石山 真吾 (ﾄｳｪﾝﾃｨﾜﾝ) 小田 徹志 (AUT)

9 川崎 篤 (ﾌﾘｰ) 島崎 真 (ﾎﾟﾝｶﾗ)

中本 洋志

15 山南 建二

19

市川 和宏

31

(SOL) 30

田中 紺 (ﾌﾘｰ) 32

16 津留 智浩 (入船東) 酒井 大幹

13 渡辺 秀昭 (BAY WAVE)

17 新堀 英樹 (日の出)

(SOL)

山田 俊二 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ)

18 中井 直人 (MFｽﾀｰﾀﾞｽﾄ)

②

③

25

23

(ﾍﾞｲﾘｰﾌ) 22

21

33

(ﾍﾞｲﾘｰﾌ) 38

37

35

(ﾌﾘｰ) 34

36

(ORTC) 40

(船橋さくら)

(ﾌﾘｰ)

(ﾌﾘｰ)

29

27

39

24

20 阿部 雅重 (ﾌﾘｰ) 中本 洋志 (SOL) 30

26

矢野 明

中村 祐二

川添 英粹 (ﾌﾘｰ) 斎藤 俊

(入船東) 高津 央樹



第24回浦安オープン選手権 浦安市テニス協会　浦安市運動公園テニスコート

男子55才シングルス

優勝 森本 稔 (青べか)

準優勝 吉川 実 (ｻﾝｺｰﾎﾟ)

３位 藤本 俊 (ﾎﾟﾝｶﾗ)

４位 永井 優 (日の出)

1R 2R SF SF 2R 1R

〇はシード番号

森本 稔 上田 剛

85 82

森本 稔 森本 稔 吉川 実

83
85

82

吉川 実

83 82 83

永井 優

86

永井 優 中島 研二

85 97

渡辺 友一 藤本 俊

84 82

藤本 俊

84

３位決定戦

藤本 俊 (ﾎﾟﾝｶﾗ) 15

吉川 実 (ｻﾝｺｰﾎﾟ) 11

篠田 昇 (BAY WAVE) 12

中島 研二

14(ﾚｯﾂｲﾝﾄﾞｱTS)

Final

上田 剛 (ｳｲﾝｽﾞ) 81 藤本 正之 (日の出)

2 森本 稔 (青べか)

吉川 実森本 稔

①

3 加納 俊法 (入船北) 坂井 宜夫 (美浜東) 10

生田 章雄 (BAY WAVE) 9

4 永井 優 (日の出)

(SKYTON) 13

7 津田 純一 (ﾎﾟﾝｶﾗ) 松川 宏志

5 加澤 秀之 (立正中高ク)

6 渡辺 友一 (SKYTON)

4 永井 優 (日の出)

②

藤本 俊 (ﾎﾟﾝｶﾗ) 15

藤本 俊

52RET



第24回浦安オープン選手権 浦安市テニス協会　浦安市運動公園テニスコート

男子65才シングルス

優勝 佐々木 亨 (日の出)

準優勝 小林 紀久雄 (日の出)

３位 小西 英雄 (ｻﾝｺｰﾎﾟ)

４位 河野 晶二郎 (日の出)

1R 2R SF SF 2R 1R

〇はシード番号

佐々木 亨 小林 紀久雄

86

佐々木 亨

81

佐々木 亨

82

82

83 86

中 安男

81

河野 晶二郎 小西 英雄

81 97

３位決定戦

小西 英雄

W.O.

小西 英雄 (ｻﾝｺｰﾎﾟ) 10 ②

6

2 佐々木 亨 (日の出)

①

(日の出) 7小林 紀久雄

Final

長瀬 正男 (ｴﾙｼﾃｨ)1 斉藤 和 (日の出)

5 河野 晶二郎 (日の出)

3 山脇 正義 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 8

4 谷口 眞佐司 (MFｽﾀｰﾀﾞｽﾄ) 内山 和美 (日の出) 9

中 安男 (ﾌﾘｰ)
佐々木 亨 小林 紀久雄

小西 英雄 (ｻﾝｺｰﾎﾟ) 105 河野 晶二郎 (日の出)



第24回浦安オープン選手権 浦安市テニス協会　浦安市運動公園テニスコート

女子一般シングルス

優勝 青木 奈央 (IHSMﾃﾆｽｱﾘｰﾅ)

準優勝 高橋 純子 (ﾌﾘｰ)

３位 北村 雅美 (BAY WAVE)

４位 橋田 未知子 (ﾎﾟﾝｶﾗ)

1R SF SF 1R

〇はシード番号

青木 奈央

61,60
高橋 純子

青木 奈央 高橋 純子

82

橋田 未知子

80 83

83

北村 雅美

97

３位決定戦

北村 雅美

82

②

Final

中山 由花 (ﾌﾘｰ) 4

北村 雅美 (BAY WAVE) 6

高橋 純子 (ﾌﾘｰ) 5

羽生 有子 (ﾌﾘｰ) 7

1 青木 奈央 (IHSMﾃﾆｽｱﾘｰﾅ)

2 橋田 未知子 (ﾎﾟﾝｶﾗ)

①

3 川村 亜優 (ﾌﾘｰ)

(BAY WAVE) 62 橋田 未知子 (ﾎﾟﾝｶﾗ) 北村 雅美




