
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

男子シングルス 45歳以上
Seed 登録No Name 1R 2R 3R QF SF F

1 G0020085 伊藤 寿明 土山’Ｓ 伊藤 寿明

2 bye    伊藤 寿明

3 G0021963 宮崎 拓 村田機械テニスクラブ 宮崎 拓 84

4 G0016941 岡野 肇 カクテル企画 84 伊藤 寿明

5 G0021771 佐武 秀樹 江坂テニスセンター 佐武 秀樹 86

6 bye    石坂 茂

7 bye 石坂 茂 86

8 G0017689 石坂 茂 Zoo    伊藤 寿明

9 G0021357 壽 安廣 Del-One 壽 安廣 80

10 bye    中西 功

11 bye 中西 功 82

12 G0022026 中西 功 ヴァルブランシュテニスクラブ    中西 功

13 G0007771 田中 浩文 ハロースポーツ 田中 浩文 WO

14 bye    田中 浩文

15 bye 市丸 勝之 98(4)

16 G0020930 市丸 勝之 S-SHOT    伊藤 寿明

17 G0005102 家高 秀紀 土山's 家高 秀紀 84

18 bye    家高 秀紀

19 bye 東 達也 80

20 G0017193 東 達也 コスパ三国ヶ丘    家高 秀紀

21 G0021095 中井 弘之 ソニー生命 中井 弘之 98(3)

22 bye    中井 弘之

23 bye 竹田 新吾 83

24 G0018491 竹田 新吾 ヴァルブランシュ    金原 明範

25 G0015951 金原 明範 土山’Ｓ 金原 明範 83

26 bye    金原 明範

27 bye 内田 明宏 83

28 G0020324 内田 明宏 十三良亀    金原 明範

29 G0021809 染川 正文 NTFC 染川 正文 86

30 bye    中本 九邦

31 bye 中本 九邦 81 WINNER
32 G0001472 中本 九邦 ダイハツ工業（株）    坂本 純一
33 G0016738 山内 敏秀 羽曳野ローンテニスクラブ 山内 敏秀 85

34 bye    山内 敏秀

35 bye 宮原 一浩 80

36 G0022054 宮原 一浩 ダンロップテニススクール    山内 敏秀

37 G0012207 遠藤 武史 カクテル企画 遠藤 武史 WO

38 bye    中山 博之

39 bye 中山 博之 80

40 G0018615 中山 博之 アプローチテニス    山村 努

41 G0018303 田ノ上 克明 Trantotte 田ノ上 克明 83

42 bye    田ノ上 克明

43 bye 奥野 誠 82

44 G0018957 奥野 誠 ヴァルブランシュＴＣ    山村 努

45 G0022085 井上 知行 森下ITA 井上 知行 97

46 G0020433 中尾 岳 大阪ガス WO 山村 努

47 bye 山村 努 82

48 G0012309 山村 努 アプローチテニス    坂本 純一

49 G0019153 奥野 仁史 M'S CLUB 奥野 仁史 97

50 bye    奥野 仁史

51 bye 板倉 正人 81

52 G0020584 板倉 正人 ｻﾞﾊﾞｽSCデルタITS    奥野 仁史

53 G0021271 坊迫 博志 XTC 坊迫 博志 86

54 bye    森田 学

55 bye 森田 学 81

56 G0016209 森田 学 わんむＴ．Ｔ    坂本 純一

57 G0022098 大熊 和章 COSMOテニスクラブ 大熊 和章 81

58 bye    三宅 秀信

59 bye 三宅 秀信 WO

60 G0019876 三宅 秀信 平安京テニスクラブ    坂本 純一

61 G0018935 坂井 広一郎 ＮPO忠岡町庭球連盟 今出 広一 85

62 G0006932 今出 広一 テニスハウス 84 坂本 純一

63 bye 坂本 純一 97

64 G0012189 坂本 純一 京都庭球友会    


