
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 55歳以上
Seed 登録No Name 1R 2R 3R QF SF F

1 G0014630 田中 英雄 竜美丘テニスクラブ 田中 英雄

2 bye    田中 英雄

3 G0018572 高橋 則行 三観テニスクラブ 高橋 則行 80

4 G0018130 坂東 聖明 大阪府庁 81 田中 英雄

5 G0021557 大庭 靖史 ダイハツ工業 大庭 靖史 80

6 bye    大庭 靖史

7 bye 有賀 敏治 WO

8 G0019928 有賀 敏治 ノースヒルテニスクラブ    田中 英雄

9 G0000991 山盛 光 サンランドロイヤルテニスクラブ 山盛 光 81

10 bye    福田 工

11 G0019653 福田 工 京都庭球友会 福田 工 97

12 G0019399 下里 浩一 大原グリーンテニスクラブ 86 村田 良宏

13 G0008803 宮川 淳一 三菱重工 西田 克己 86

14 西田 克己 西の丘ローンテニスクラブ 83 村田 良宏

15 bye 村田 良宏 83

16 G0016504 村田 良宏 丸井T・C    田中 英雄

17 G0005280 橋本 縉治 西の丘ローンテニスクラブ 橋本 縉治 86

18 bye    橋本 縉治

19 G0021189 鶴越 賢宏 マスターズ 鶴越 賢宏 80

20 G0020753 笠島 秀敏 チーム真魚 85 橋本 縉治

21 G0021934 西原 均 コ・ス・パ光明池 西原 均 84

22 bye    河上 光次

23 bye 河上 光次 81

24 G0015465 河上 光次 レインボーTS彩都    橋本 縉治

25 G0004349 市村 篤 阪急仁川テニスクラブ 市村 篤 81

26 bye    市村 篤

27 bye イエリン ロバート 86

28 イエリン ロバート ロイヤルガーデンテニスクラブ    大毛 義浩

29 宮嶋 利行 彦根グリーン 足立 晶彦 83

30 足立 晶彦 ジャパンエース 81 大毛 義浩

31 bye 大毛 義浩 85 WINNER
32 G0014435 大毛 義浩 茨木ITC    田中 英雄
33 G0013078 丸本 雄彦 サンランドロイヤルテニスクラブ 丸本 雄彦 85

34 bye    金 京史

35 青木 茂夫 SANSHIRO 金 京史 86

36 G0018959 金 京史 西の丘ローンテニスクラブ 97 垣内 由紀緒

37 迫田 丈司 芦屋シーサイドテニスクラブ 迫田 丈司 81

38 bye    垣内 由紀緒

39 bye 垣内 由紀緒 85

40 G0007318 垣内 由紀緒 ｸﾗﾚ ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞた宝塚    加古 潤三郎

41 G0017085 三橋 正典 コスパあやめ池 三橋 正典 83

42 bye    岡田 耕一

43 bye 岡田 耕一 81

44 岡田 耕一 スポルトクオーレ    加古 潤三郎

45 G0020690 井原 美樹 ウエストヒルズTA 山本 徹 86

46 G0022160 山本 徹 グンゼ 85 加古 潤三郎

47 bye 加古 潤三郎 82

48 G0001116 加古 潤三郎 ユニバー神戸テニス倶楽部    加古 潤三郎

49 G0006943 加藤 哲夫 グランドスラム 加藤 哲夫 83

50 bye    加藤 哲夫

51 G0014288 吉村 恵治 ミキスポーツ 高森 明 97

52 G0008058 高森 明 S.T.F.P 84 塩見 正昭

53 G0019674 山﨑 智夫 瀬戸テニスクラブ 山﨑 智夫 85

54 bye    塩見 正昭

55 bye 塩見 正昭 81

56 G0019063 塩見 正昭 GSユアサ    塩見 正昭

57 G0004724 中嶋 治 京都市消防局 中嶋 治 83

58 bye    中嶋 治

59 bye 三田 達治 40RET

60 G0015941 三田 達治 マサスポーツシステム    中井 敏夫

61 G0017927 幸田 泰一 万博テニスガーデン 井上 新 84

62 G0019644 井上 新 瀬田グリーンテニスクラブ 80 中井 敏夫

63 bye 中井 敏夫 80

64 G0016555 中井 敏夫 パブリックテニス宝ヶ池    


