
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 65歳以上
Seed 登録No Name 1R 2R 3R QF SF F

1 G0014545 小堀 嘉朗 チームKワールド 小堀 嘉朗

2 bye    小堀 嘉朗

3 G0019623 常次 正和 芦屋シーサイドテニス 重盛 等 98（4）

4 G0016148 重盛 等 守口テニスクラブ 86 小堀 嘉朗

5 G0021704 浦野 俊也 京都フレンドテニスクラブ 山口 博造 80

6 G0020161 山口 博造 大和田TC   WO 山本 啓幸

7 G0018904 山本 啓幸 宝塚パブリックLTC 山本 啓幸 86

8 G0014844 内田 公和 佐鳴台ローンテニスクラブ 98(9) 小堀 嘉朗

9 G0020428 松田 一雄 旭化成ＴＣ 伊賀 誠  31 RET.  

10 G0017393 伊賀 誠 東浦ローンテニスクラブ  WO  大八木 幸三

11 G0012284 大八木 幸三 ヴァルブランシュテニスクラブ 大八木 幸三 85

12 G0021070 望月 礼三 デンソー 97 松本 美樹

13 G0001257 丸山 良助 奈良国際テニスクラブ 樫原 義信 81

14 G0021503 樫原 義信 ワカヤマテニススクール WO   松本 美樹

15 bye 松本 美樹 81

16 G0001210 松本 美樹 大原グリーンテニスクラブ    小堀 嘉朗

17 G0001214 福田 正 アイ・テニスクラブ 福田 正 86

18 bye    福田 正

19 G0021979 藤原 満寿夫 ヴァルブランシュTC 藤原 満寿夫 83

20 G0015437 越智 徹 奈良国際テニスクラブ 82 福田 正

21 G0018036 市川 正美 岐阜ローンテニスクラブ 市川 正美 81

22 G0018798 上牧 勝彦 茨木サニータウンテニスクラブ 82 市川 正美

23 G0015566 岡谷 恒雄 芦屋シーサイドテニス 後藤 和正 82

24 G0018982 後藤 和正 FAB 84 福田 正

25 G0020973 永瀬 卓夫 トップスライス 岡本 和三 84

26 G0022157 岡本 和三 いなげフラワーテニスクラブ WO   岡本 和三

27 今西 薫 パブリックテニス 今西 薫 WO

28 G0021700 福屋 正三 神足テニスクラブ 84 清水 康行

29 G0011267 加山 満 宝塚パブリックローンテニスクラブ 清水 康行 84

30 G0021713 清水 康行 サンランドロイヤルテニスクラブ 83 清水 康行

31 bye 中村 真治 WO WINNER
32 G0019572 中村 真治 ワカヤマテニススクール    松本 千秋
33 G0000215 松原 博文 岐阜グリーンテニスクラブ 松原 博文 32 RET.   
34 bye    松原 博文

35 G0008109 伊村 邦夫 京都フレンドテニスクラブ 伊村 邦夫 81

36 G0020853 阪中 保 志紀テニスグループ 86 松原 博文

37 G0021183 橋本 正信 ラケットパルテニスグラブ 太田 好昭 83

38 G0019595 太田 好昭 ワカヤマテニススクール 83 若山 晴洋

39 bye 若山 晴洋 82

40 G0001850 若山 晴洋 サンランドロイヤルテニスクラブ    松原 博文

41 G0016968 松岡 修 まほろばT-sch 伊藤 淨慈 86

42 G0017700 伊藤 淨慈 名古屋ローンテニス倶楽部 WO   伊藤 淨慈

43 G0021147 内田 信孝 YELL TA 桑原 憲一 86

44 G0008000 桑原 憲一 芦屋シーサイドテニス 83 阿部 欽亮

45 G0017799 伊藤 健児 ヴァルブランシュテニスクラブ 伊藤 健児 86

46 G0020941 川本 光雄 ジュエインドアテニス WO   阿部 欽亮

47 bye 阿部 欽亮 84

48 G0001517 阿部 欽亮 サンランドロイヤルTC    松本 千秋

49 G0016344 明石 俊治 天王山倶楽部 明石 俊治 85

50 bye    明石 俊治

51 G0017982 浦野 英一 庭仁貴知ＴＣ 浦野 英一 82

52 G0001453 別宮 敏朗 パブリックテニスイングランド 84 明石 俊治

53 G0018988 萩原 謙 芦屋国際ローンテニスクラブ 萩原 謙 84

54 G0021464 大手 彰 神戸製鋼所 86 中川 福雄

55 G0019939 中川 福雄 三菱レイヨンテニスクラブ 中川 福雄 85

56 G0019010 上村 光廣 マリンテニスパーク北村 97 松本 千秋

57 G0015439 永田 泰司 奈良国際テニスクラブ 永田 泰司 83

58 G0018446 長谷川 武 303T.C 81 河野 満

59 G0017587 谷 健司 ｸﾗﾚｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ宝塚 河野 満 86

60 G0016422 河野 満 川西市ローンテニスクラブ 82 松本 千秋

61 G0005231 向井 秀文 浜寺テニスクラブ 向井 秀文 81

62 G0016155 米戸 慶司 京都庭球友会 80 松本 千秋

63 bye 松本 千秋 83

64 G0001215 松本 千秋 京都市テニス協会(個人会員）    


