
E1：ダンロップ京都オープンベテランテニストーナメント2016

男子ダブルス 65歳以上
Seed 登録No Name 1R 2R QF SF F

1 G0018084 新見 利幸 奈良国際テニスクラブ

G0001852 小林 仁 宝塚ＰＬＴＣ 新見 利幸 / 小林 仁

2 bye    

bye 島村 廣信/広瀬 雅行

3 G0014190 岡村 隆 阪急仁川テニスクラブ 86

G0021755 吉川 俊 木村化工機 島村 廣信/広瀬 雅行

4 G0017649 島村 廣信 オーシャンズ 83

G0015456 広瀬 雅行 パインテニスクラブ 田端 定夫 / 本間 博

5 G0018904 山本 啓幸 宝塚パブリックLTC 85

G0018988 萩原 謙 芦屋国際ローンテニスクラブ 山本 啓幸 / 萩原 謙

6 bye    

bye 田端 定夫 / 本間 博

7 bye 97

bye 田端 定夫 / 本間 博

8 G0019424 田端 定夫 万博テニスガーデン    

G0018822 本間 博 ユニバー神戸テニス倶楽部 田端 定夫 / 本間 博

9 G0016950 森下 龍三 明治神宮外苑テニスクラブ 83

G0010497 宮地 昭人 芦屋シーサイドテニス 森下 龍三 / 宮地 昭人

10 bye    

bye 山口 博造/柴田 信雄

11 G0020161 山口 博造 大和田TC 97

G0021551 柴田 信雄 カラバッシュテニスクラブ 山口 博造/柴田 信雄

12 G0008109 伊村 邦夫 京都フレンドテニスクラブ WO

G0021704 浦野 俊也 京都フレンドテニスクラブ 山口 博造/柴田 信雄

13 G0018446 長谷川 武 303T.C 84

G0005231 向井 秀文 浜寺テニスクラブ 長谷川 武/向井 秀文

14 G0017799 伊藤 健児 ヴァルブランシュテニスクラブ 86

G0012284 大八木 幸三 ヴァルブランシュテニスクラブ 長谷川 武/向井 秀文

15 bye WO

bye 諏澤 誠治 / 西本 陽一

16 G0017897 諏澤 誠治 ＩＴＣ    WINNER
G0001263 西本 陽一 ユニバー神戸テニス倶楽部 福田 正 / 山本 弘一

17 G0001214 福田 正 アイ・テニスクラブ 98(4)
G0008131 山本 弘一 万博テニスガーデン 福田 正 / 山本 弘一

18 bye    

bye 福田 正 / 山本 弘一

19 bye WO

bye 永田 泰司 / 丸山 良助

20 G0015439 永田 泰司 奈良国際テニスクラブ    

G0001257 丸山 良助 奈良国際テニスクラブ 福田 正 / 山本 弘一

21 G0017900 井上 隆志 サンランドロイヤルテニスクラブ 81

G0018137 梨本 泰一 サンランドロイヤルテニスクラブ 井上 隆志/梨本 泰一

22 G0021503 樫原 義信 ワカヤマテニススクール WO

G0019572 中村 真治 ワカヤマテニススクール 小堀 嘉朗 / 阿部 欽亮

23 bye 83

bye 小堀 嘉朗 / 阿部 欽亮

24 G0014545 小堀 嘉朗 チームKワールド    

G0001517 阿部 欽亮 サンランドロイヤルTC 福田 正 / 山本 弘一

25 G0007940 橋本 庄司 ファミリーテニスクラブ 81

G0016933 中ノ森 哲朗 ウィステリアテニスクラブ 橋本 庄司 / 中ノ森 哲朗

26 bye    

bye 橋本 庄司 / 中ノ森 哲朗

27 bye 82

bye 池村 辰夫 / 茶木 孝雄

28 G0015467 池村 辰夫 神戸ローンテニスクラブ    

G0019360 茶木 孝雄 サンランドテニスクラブ 橋本 庄司 / 中ノ森 哲朗

29 佐々木 省司 大津テニスクラブ 98(5)

G0001210 松本 美樹 大原グリーンテニスクラブ 佐々木 省司/松本美樹

30 G0021047 横山 精光 男山テニスクラブ 84

G0016148 重盛 等 守口テニスクラブ 高橋 直和 / 難波江 学

31 bye 82

bye 高橋 直和 / 難波江 学

32 G0019592 高橋 直和 ジャパンエース       

G0001212 難波江 学 O.J.M


