
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 50歳以上
Seed 登録No Name 1R 2R 3R QF SF F

1 G0001100 西村 昌晃 ヴァルブランシュTC 西村 昌晃

2 bye    西村 昌晃

3 G0022134 津田 岳彦 コスパ光明池テニスガーデン 津田 岳彦 WO

4 G0016847 津田 真一郎 ルーセントテニスクラブ奈良 86 西村 昌晃

5 G0015968 本持 善弘 彦根グリーンT・C 本持 善弘 82

6 G0021753 木下 宏之 パナソニック 81 本持 善弘

7 三浦 基 京都庭球友会 舩渡 雄一朗 97

8 G0020905 舩渡 雄一朗 日置クラブ 98(3) 西村 昌晃

9 G0017267 森 卓哉 明治神宮外苑テニスクラブ 南 一男 98(4)

10 南 一男 クレセント WO 佐々木 和之

11 G0017579 馬場 岳 豊中ローンテニスクラブ 佐々木 和之 83

12 G0012629 佐々木 和之 美原の森テニスガーデン WO 山本 健二

13 G0019237 北島 滋宣 ファミリーテニスクラブ 北島 滋宣 80

14 上西 信宏 美原の森TC 84 山本 健二

15 bye 山本 健二 82

16 G0001141 山本 健二 大阪府庁    西村 昌晃

17 G0004879 宗和 成司 土山’S 宗和 成司 84

18 bye    宗和 成司

19 G0012855 末吉 徹也 日本航空 笹原 孝志 85

20 G0018322 笹原 孝志 ヴァルブランシュT.C. 83 宗和 成司

21 G0019519 古家 丈尚 BLAX 古家 丈尚 82

22 G0021751 寒川 隆雄 レインボーTS彩都 97 古家 丈尚

23 G0022183 野田 真一 東野テニスクラブ 土屋 達郎 84

24 G0005047 土屋 達郎 I-RIVER'84TENNIS RESORT 86 宗和 成司

25 G0014797 田中 克典 武田薬品工業 田中 克典 84

26 bye    平山 修二

27 G0017046 池原 弘量 京都府庁 平山 修二 85

28 G0020182 平山 修二 大和田ＴＣ 83 洞山 鉄哉

29 G0017656 洞山 鉄哉 岐阜グリーンテニスクラブ 洞山 鉄哉 84

30 馬場 昭 奈良国際テニスクラブ 80 洞山 鉄哉

31 bye 堤 英俊 84 WINNER
32 G0017697 堤 英俊 トップラン    西村 昌晃
33 G0009972 牧野 謙 箕面市テニス協会 牧野 謙 83

34 bye    牧野 謙

35 G0018551 出口 勇人 ecole-f 出口 勇人 86

36 G0021327 岩本 登 三幸TT 81 向井 正明

37 G0013449 橘 賢治 コスパ三国ケ丘 橘 賢治 86

38 G0019883 新村 健 東京ローンテニスクラブ 82 向井 正明

39 G0006413 向井 正明 大阪府庁 向井 正明 81

40 G0010581 Richards Charles tlt-kids.com 97 百々 猛志

41 G0019351 房本 禎之 Ａ・ＣＵＢＥテニスクラブ 房本 禎之 83

42 G0022179 小川 照彦 パブリックテニスイングランド 82 房本 禎之

43 G0021677 杉本 敦 京都府庁 山羽 啓之 85

44 山羽 啓之 京都市テニス協会 82 百々 猛志

45 G0019214 CHEN DAVID 茨木ITC 山田 隆 82

46 G0016356 山田 隆 京都市消防局 WO 百々 猛志

47 bye 百々 猛志 85

48 G0016184 百々 猛志 サンランドロイヤルＴＣ    山本 健司

49 G0016171 高橋 雅夫 造幣局 高橋 雅夫 WO

50 bye    高橋 雅夫

51 G0021021 酒井 高保 サンランドロイヤルテニスグラブ 酒井 高保 83

52 G0021190 真鍋 雅彦 チームせんと 81 井上 俊之

53 G0018404 茨木 亮二 神足テニスクラブ 井上 俊之 85

54 G0001111 井上 俊之 チェリーテニスクラブ 80 井上 俊之

55 bye 加藤 勇之助 85

56 G0007261 加藤 勇之助 ダブルライン    山本 健司

57 G0021487 畑 哲郎 大阪市テニス協会（個人登録） 畑 哲郎 97

58 G0022164 岩森 浩之 香里GTC 84 畑 哲郎

59 G0020265 伊藤 幸雄 セントラル都島TS 伊藤 幸雄 85

60 G0015045 東 隆史 コスパ八尾南 85 山本 健司

61 G0014286 西村 尚彦 パブリックテニス小倉 西村 尚彦 83

62 G0020334 中村 幸介 チームYSA 80 山本 健司

63 bye 山本 健司 85

64 G0018902 山本 健司 池田市テニス協会    


