
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 60歳以上
Seed 登録No Name 1R 2R 3R QF SF F

1 G0012206 平賀 恒男 池田テニスクラブ 平賀 恒男

2 bye    平賀 恒男

3 G0019911 貝塚 昭男 サンライズTC 中庄谷 修 82

4 G0021441 中庄谷 修 エルダーボーイ 84 平賀 恒男

5 G0021575 古田 佳史 ホワイティテニスクラブ 古田 佳史 82

6 bye    塩津 和朗

7 bye 塩津 和朗 WO

8 G0009294 塩津 和朗 ワカヤマテニススクール    平賀 恒男

9 G0013585 橋本 富夫 TOPテニスクラブ 橋本 富夫 81

10 bye    橋本 富夫

11 bye 奥野 光太郎 81

12 G0006852 奥野 光太郎 サンランドR.T.C    中西 雅治

13 松田 勝則 ブーメラン 松田 勝則 84

14 bye    中西 雅治

15 bye 中西 雅治 82

16 G0001482 中西 雅治 茨木I.T.C    平賀 恒男

17 G0001394 持田 明広 法曹テニスクラブ 持田 明広 83

18 bye    持田 明広

19 bye 高橋 健 83

20 G0019981 高橋 健 永岡庭球道場    持田 明広

21 稲井 昭彦 グリーン・ナウ 稲井 昭彦 81

22 bye    江宮 文夫

23 bye 江宮 文夫 98(8)

24 G0019433 江宮 文夫 舞鶴ローンテニスクラブ    持田 明広

25 G0005434 中川 恒雄 ＪＦＥスチール 中川 恒雄 85

26 bye    中川 恒雄

27 bye 石川 友二 84

28 G0017351 石川 友二 フォレスタヒルズ    中川 恒雄

29 G0021104 平井 正弘 ＢＩＷＡＴＣ 平井 正弘 82

30 bye    松居 正樹

31 bye 松居 正樹 86 WINNER
32 G0004108 松居 正樹 岐阜ローンテニスクラブ    平賀 恒男
33 G0016895 小山 節司 南青山高原テニスクラブ 小山 節司 81
34 bye    小山 節司

35 bye 清水 弘治 83

36 G0019019 清水 弘治 芦屋シーサイドテニス    小山 節司

37 G0017239 前田 法男 ヴァルブランシュテニスクラブ 前田 法男 83

38 bye    上村 和秋

39 bye 上村 和秋 82

40 G0013826 上村 和秋 とうかい    若林 利一

41 G0020774 榎原 美昭 奈良国際テニスクラブ 榎原 美昭 83

42 bye    田川 学

43 bye 田川 学 84

44 G0020836 田川 学 長岡庭球道場    若林 利一

45 G0019590 細辻 吉弘 京都東山T.C. 細辻 吉弘 82

46 bye    若林 利一

47 bye 若林 利一 82

48 G0017909 若林 利一 京都東山ＴＣ    南口 健一

49 G0001172 南口 健一 浜寺テニスクラブ 南口 健一 84

50 bye    南口 健一

51 bye 中川 和幸 80

52 G0021862 中川 和幸 ハーツTC    南口 健一

53 G0019342 安永 敏郎 三菱電機　伊丹 安永 敏郎 81

54 bye    安永 敏郎

55 bye 大倉 成光 71 RET.

56 G0018344 大倉 成光 FD66Q71Fｓ8１Ｗ    南口 健一

57 G0011314 伊藤 昇 香里GTC 伊藤 昇 86

58 bye    浦谷 宏

59 bye 浦谷 宏 82

60 G0021542 浦谷 宏 豊中テニスクラブ    大島 俊計

61 G0021394 北川 尚人 ダイハツ工業 北川 尚人 85

62 G0021184 秋友 厚 舞鶴ローンテニスクラブ 81 大島 俊計

63 bye 大島 俊計 83

64 G0004672 大島 俊計 Ａ．Ａ．Ａ    


