
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 70歳以上
Seed 登録No Name 1R 2R 3R QF SF F

1 G0002019 森田 常樹 モリタテニス企画 森田 常樹

2 bye    森田 常樹

3 G0016164 今井 博三 ジャパンエース 山中 博 81

4 G0012008 山中 博 チーム・スズカ 85 森田 常樹

5 G0006209 河野 松彦 名古屋LTC 河野 松彦 81

6 G0018510 冷水 佐壽 神戸ローンテニス倶楽部 83 佐藤 三郎

7 G0012667 松浦 昭男 すずらんローンテニスクラブ 佐藤 三郎 86

8 G0013048 佐藤 三郎 とうかい 85 森田 常樹

9 G0008945 森脇 元宏 茨木サニータウンTC 森脇 元宏 85

10 bye    森脇 元宏

11 G0020741 梅山 明紀 利昌工業(株) 梅山 明紀 82

12 G0014834 中野 量弘 京都フレンドテニスクラブ 98(2) 山口 幹夫

13 G0020540 竹内 秀夫 天王山倶楽部 高橋 誠 86

14 G0021170 高橋 誠 芦屋シーサイドテニス WO 山口 幹夫

15 bye 山口 幹夫 98(2)

16 G0013910 山口 幹夫 池田テニスクラブ    森田 常樹

17 G0014603 江口 正俊 名古屋ローンテニス倶楽部 江口 正俊 82

18 bye    江口 正俊

19 G0019893 冨山 忠男 三菱電機神戸 冨山 忠男 81

20 G0017681 能美 邦昌 姫路ローンテニスクラブ 86 江口 正俊

21 長田 貴之 パブリックテニス洛西 長田 貴之 86

22 G0017877 吉岡 伸敏 甲子園テニスクラブ 81 長田 貴之

23 G0011927 藤木 章二郎 東レ滋賀 長澤 洋三 81

24 G0015535 長澤 洋三 宝塚パブリックローンTC 84 江口 正俊

25 G0015759 辻 昌延 奈良国際テニスクラブ 辻 昌延 98(5)

26 bye    辻 昌延

27 G0019033 緒方 雄作 アメリカンテニスクラブ 碓井 勝久 83

28 G0010242 碓井 勝久 守山ファミリーＴＣ 82 北尾 善明

29 G0012853 小幡 隆士 芦屋国際ローンテニスクラブ 江藤 宏 84

30 G0001866 江藤 宏 阪急仁川テニスクラブ 83 北尾 善明

31 bye 北尾 善明 83 WINNER
32 G0012715 北尾 善明 神戸製鋼所    森田 常樹
33 G0012901 坂下 菊男 テニススポット 坂下 菊男 82
34 bye    坂下 菊男

35 G0018708 新田 和男 高知スマイリングTC 新田 和男 98(5)

36 G0020604 山形 弘一 土曜クラブ 85 浦崎 宏

37 G0016965 椿井 靖雄 芝谷中学PTAテニスクラブ 浦崎 宏 86

38 G0021589 浦崎 宏 奈良国際テニスクラブ 82 浦崎 宏

39 bye 池田 兼機 81

40 G0018940 池田 兼機 甲子園テニスクラブ    松井 成男

41 G0001442 藤崎 廣次郎 さつき野テニスクラブ 藤崎 廣次郎 98(6)

42 G0013784 森 省吾 チームS.E.N WO 藤崎 廣次郎

43 G0019202 宮上 逸郎 京都ローンテニスクラブ 宮上 逸郎 83

44 G0018074 佐々木 義治 西の丘ローンテニスクラブ 85 松井 成男

45 G0019168 斉藤 寛 宝塚パブリックローンＴＣ 斉藤 寛 83

46 川田 武彦 パブリックテニス宝ヶ池 82 松井 成男

47 bye 松井 成男 82

48 G0001486 松井 成男 庭仁貴知ＴＣ    加山 仁

49 G0004766 渡邊 奉昭 芦屋国際ローンテニスクラブ 渡邊 奉昭 85

50 bye    渡邊 奉昭

51 G0019437 鈴木 邦夫 名古屋ローンテニス倶楽部 鈴木 邦夫 83

52 G0021576 小川 昌孝 西村テニス企画 81 阪本 義和

53 G0011965 堀内 研二 茨木サニータウンTC 阪本 義和 84

54 G0016016 阪本 義和 徳秀苑庭球倶楽部 82 阪本 義和

55 bye 佐藤 重勝 WO

56 G0013895 佐藤 重勝 平安京テニスクラブ    加山 仁

57 G0001954 佐竹 秀一 草津ラケットクラブ 佐竹 秀一 83

58 G0015355 岡戸 昌紀 南愛知テニスドーム 83 佐竹 秀一

59 G0017666 山崎 泰男 OJM 山崎 泰男 83

60 G0014163 大田 勝久 三郷LTC 86 加山 仁

61 G0020476 池田 幸一 テニスプラザ八尾 池田 幸一 83

62 G0016959 佐藤 義智 神戸ローンテニス倶楽部 86 加山 仁

63 bye 加山 仁 81

64 G0014182 加山 仁 阪急仁川テニスクラブ    


