
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2017

男子シングルス 35歳以上
登録No Name 1R QF SF F

1 G0020991 大坪 勇人 J’s club 大坪 勇人

2 bye

   

大坪 勇人

3 G0022818 安田 大介 ARROWS TS 上田 威

83

4 G0018368 上田 威 三菱電機神戸

80

大坪 勇人

5 G0022208 菊屋 光信 テニスユニバース 菊屋 光信

81

6 G0022777 山田 秀樹 江坂テニスセンター

80

菊屋 光信

7 G0022425 沖 健太 Win Tennis 岸田 義孝

97

WINNER

8 G0017922 岸田 義孝 三菱伸銅三宝テニス部

WO

大坪 勇人

9 花垣 俊史 E.T 花垣 俊史

82

10 明是 皓介 パブリックテニス洛西

86

池田 裕志

11 G0022639 島田 佳介 村田野洲TC 池田 裕志

86

12 G0021569 池田 裕志 ripples

81

池田 裕志

13 G0022798 辻本 万里 ノアインドアステージ 辻本 万里

85

14 G0019560 川上 基 サンランドロイヤルTC

83

山下 隆征

15 bye 山下 隆征

WO

16 G0018969 山下 隆征 名古屋GTC

   



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2017

男子シングルス 40歳以上
登録No Name 1R 2R QF SF F

1 G0016514 右近 貴志 ＱｕｏｎＭｉｎｅｒａｌ 右近 貴志

2 bye

   

右近 貴志

3 G0021041 冨 仁志 ノアインドアステージ 今井 一磨

86

4 G0020148 今井 一磨 土山’S

81

右近 貴志

5 井上 晋 新座ローンテニスクラブ 井上 晋

81

6 bye

   

中西 宏介

7 bye 中西 宏介

81

8 G0017720 中西 宏介 Hankees

   

右近 貴志

9 G0017022 北川 薫 味の素 北川 薫

85

10 bye

   

北川 薫

11 G0018375 武田 賢悟 第一生命保険株式会社 江藤 宏文

83

12 G0018346 江藤 宏文 サニーサイドアップTT

85

北川 薫

13 G0018960 藤原 高之 アイ・テニスクラブ 小守 義人

98(5)

14 G0016974 小守 義人 チームグランバー

85

井上 修一

15 bye 井上 修一

85

WINNER

16 G0018348 井上 修一 大阪ガス

   

右近 貴志

17 G0018325 水本 圭治 インターナショナルスポーツ 水本 圭治

84

18 bye

   

水本 圭治

19 bye 鈴木 弘則

86

20 G0020440 鈴木 弘則 土山’S

   

水本 圭治

21 G0022218 野々山 宗成 ウエストヒルズテニスクラブ 野々山 宗成

85

22 G0018471 豊田 俊資 TN21

85

仲間 裕記

23 bye 仲間 裕記

83

24 G0017333 仲間 裕記 備前市役所

   

水本 圭治

25 G0017501 藪本 敦士 ＦｒｅｅＳｔｙｌｅ 藪本 敦士

98（4）

26 bye

   

藪本 敦士

27 bye 築田 誠

86

28 G0020321 築田 誠 T.T.T.

   

入江 正和

29 G0020427 山口 大助 ノア宝塚 堤 亮

83

30 G0021864 堤 亮 Trantotte

85

入江 正和

31 bye 入江 正和

82

32 G0020512 入江 正和 レインボーTS都島

   



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2017

男子シングルス 45歳以上
登録No Name 1R 2R 3R QF SF F

1 G0020085 伊藤 寿明 土山’Ｓ 伊藤 寿明

2 bye    伊藤 寿明

3 G0022808 岡野 肇 カクテル企画 岡野 肇 82

4 G0020433 中尾 岳 大阪ガス WO 伊藤 寿明

5 G0007771 田中 浩文 ハロースポーツ 田中 浩文 81

6 bye    田ノ上 克明

7 bye 田ノ上 克明 83

8 G0018303 田ノ上 克明 Trantotte    伊藤 寿明

9 G0016738 山内 敏秀 羽曳野ローンテニスクラブ 山内 敏秀 81

10 bye    山内 敏秀

11 bye 井上 知行 80

12 G0022085 井上 知行 森下ITA    山内 敏秀

13 G0019563 奥村 俊直 村田機械 奥村 俊直 83

14 G0022095 荒 智毅 ヴァルブランシュテニスクラブ 98（6） 奥村 俊直

15 bye 村口 順一 WO

16 G0018986 村口 順一 スターサップ    

17 G0012309 山村 努 アプローチテニス 山村 努    

18 bye    山村 努

19 G0020074 今岡 憲俊 AQUABELLE 今岡 憲俊 80

20 G0020584 板倉 正人 ｻﾞﾊﾞｽSCデルタITS 98(5) 山村 努

21 G0019574 山口 卓也 サンランドロイヤルテニスクラブ 山口 卓也 84

22 bye    安達 芳崇

23 bye 安達 芳崇 86

24 G0022399 安達 芳崇 トップギア    山村 努

25 G0022376 有浦 太郎 IBIDEN 有浦 太郎 82

26 bye    牟禮 勝

27 bye 牟禮 勝 83

28 G0016430 牟禮 勝 テニスユニバース    市丸 勝之

29 G0022564 竹田 新吾 ヴァルブランシュ 竹田 新吾 84

30 G0017881 中畑 喜一郎 市川テニスチーム 83 市丸 勝之

31 bye 市丸 勝之 83 WINNER
32 G0020930 市丸 勝之 S-SHOT    

33 G0019153 奥野 仁史 M'S CLUB 奥野 仁史    
34 bye    田附 恵一

35 G0022040 田坂 政一 コスパ神崎川TC 田附 恵一 43RET

36 G0022799 田附 恵一 サンランドロイヤルテニスクラブ 98（1） 山崎 信博

37 G0016182 渡部 修 ひばりが丘新豊テニスクラブ 渡部 修 81

38 bye    山崎 信博

39 bye 山崎 信博 82

40 G0019629 山崎 信博 KST    山崎 信博

41 G0021963 宮崎 拓 村田機械テニスクラブ 宮崎 拓 82

42 bye    宮崎 拓

43 bye 奥野 誠 84

44 G0018957 奥野 誠 ヴァルブランシュＴＣ    梅川 和哉

45 G0021651 藤川 久 ルーセントテニスクラブ奈良 藤川 久 84

46 G0021397 定金 誠一郎 スマイル WO 梅川 和哉

47 bye 梅川 和哉 85

48 G0013095 梅川 和哉 Eldo.ra.do    

49 G0001472 中本 九邦 ダイハツ工業（株） 中本 九邦    

50 bye    中本 九邦

51 G0016209 森田 学 わんむＴ．Ｔ 森田 学 85

52 G0022243 升崎 良治 香枦園テニスT.C 86 中本 九邦

53 G0012207 遠藤 武史 カクテル企画 遠藤 武史 85

54 bye    遠藤 武史

55 bye 石坂 茂 WO

56 G0017689 石坂 茂 Zoo    中本 九邦

57 G0018615 中山 博之 アプローチテニス 中山 博之 83

58 bye 中山 博之

59 bye 坂井 広一郎 WO

60 G0018935 坂井 広一郎 ＮPO忠岡町庭球連盟    坂本 純一

61 G0022284 三宅 秀信 平安京テニスクラブ 三宅 秀信 WO   

62 G0022681 佐藤 裕司 ノアインドアステージ宝塚 85 坂本 純一

63 bye 坂本 純一 86

64 G0012189 坂本 純一 京都庭球友会    



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2017

男子シングルス 50歳以上
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 G0019522 石高 文康 パブリックテニス宝ヶ池 Richards Charles 85

4 G0010581 Richards Charles tlt-kids.com 86 西村 昌晃

5 G0018404 茨木 亮二 神足テニスクラブ 茨木 亮二 85

6 G0015926 山本 聖 スエヒロテニスプラザ 82 CHEN DAVID

7 bye CHEN DAVID 81

8 G0019214 CHEN DAVID 茨木ITC    西村 昌晃

9 G0013556 住田 成司 造幣局 住田 成司 82

10 bye 81 大岡 聡

11 G0022373 大岡 聡 三井住友銀行 大岡 聡 84

12 G0021809 染川 正文 NTFC    本持 善弘

13 G0015045 東 隆史 コスパ八尾南 本持 善弘 98(7)

14 G0015968 本持 善弘 彦根グリーンT・C WO 本持 善弘

15 bye 木下 宏之 84

16 G0021753 木下 宏之 パナソニック（株）    

17 G0016184 百々 猛志 サンランドロイヤルＴＣ 百々 猛志    

18 bye    百々 猛志

19 G0022728 橋本 龍一 テニスハウス 橋本 龍一 83

20 G0021751 寒川 隆雄 レインボーTS彩都 97 百々 猛志

21 G0012855 末吉 徹也 日本航空 前川 尚弘 82

22 G0020778 前川 尚弘 Every TC 85 橘 賢治

23 G0017046 池原 弘量 京都府庁 橘 賢治 85

24 G0013449 橘 賢治 コスパ三国ケ丘 83 高橋 雅夫

25 G0021487 畑 哲郎 サンランドロイヤルテニスクラブ 畑 哲郎 83

26 bye    畑 哲郎

27 G0019519 古家 丈尚 BLAX 古家 丈尚 98(3)

28 G0005047 土屋 達郎 ユニバ－神戸テニス倶楽部 85 高橋 雅夫

29 G0021021 酒井 高保 サンランドロイヤルテニスグラブ 酒井 高保 81

30 G0007315 柏木 貴紀 岐阜グリーンテニスクラブ 81 高橋 雅夫

31 bye 高橋 雅夫 81 WINNER
32 G0016171 高橋 雅夫 造幣局    

33 G0004879 宗和 成司 土山’S 宗和 成司    
34 bye    宗和 成司

35 G0020182 平山 修二 大和田ＴＣ 西村 尚彦 97

36 G0014286 西村 尚彦 パブリックテニス小倉 81 宗和 成司

37 G0010582 増田 正一 アイ・テニスクラブ 増田 正一 85

38 G0022432 鈴木 浩二 レインボーTS都島 83 土屋 光正

39 bye 土屋 光正 81

40 G0004061 土屋 光正 MRA・サザンクロスT.C    宗和 成司

41 G0017697 堤 英俊 トップラン 堤 英俊 85

42 bye    中川 栄一

43 G0017193 東 達也 コスパ三国ヶ丘 中川 栄一 83

44 G0022129 中川 栄一 プラネッツTC WO 中川 栄一

45 G0015393 松堂 高士 近衛フレッシャーズ 横山 隆之 81

46 G0022496 横山 隆之 SOLID  TK 85 横山 隆之

47 bye 家高 秀紀 WO

48 G0005102 家高 秀紀 土山's    

49 G0019419 伊藤 典安 諏訪さゆりちゃんクラブ 伊藤 典安    

50 bye    伊藤 典安

51 G0020324 内田 明宏 十三良亀 松田 均 84

52 G0012449 松田 均 TCコスパ神崎川 85 牧野 謙

53 G0022183 野田 真一 東野テニスクラブ 小川 照彦 84

54 G0022179 小川 照彦 パブリックテニスイングランド 98(2) 牧野 謙

55 bye 牧野 謙   WO 

56 G0009972 牧野 謙 箕面市テニス協会    洞山 鉄哉

57 G0017656 洞山 鉄哉 岐阜グリーンテニスクラブ 洞山 鉄哉 85

58 bye    洞山 鉄哉

59 G0021451 渡井口 真也 三菱重工神戸 渡井口 真也 81

60 三浦 基 京都庭球友会 84 洞山 鉄哉

61 G0020265 伊藤 幸雄 セントラル都島TS 伊藤 幸雄 86

62 G0021357 壽 安廣 Del-One 86 山本 健二

63 bye 山本 健二 84

64 G0001141 山本 健二 大阪府庁    



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2017

男子シングルス 55歳以上
登録No Name 1R 2R 3R QF SF F

1 G0005280 橋本 縉治 西の丘ローンテニスクラブ 橋本 縉治

2 bye    橋本 縉治

3 G0012629 佐々木 和之 美原の森テニスガーデン 佐々木 和之 84

4 G0022784 小谷 誠毅 ISTC 82 橋本 縉治

5 G0016347 古郡 善文 Ｒスポーツマンクラブ 古郡 善文 84

6 bye    山田 隆

7 bye 山田 隆 97

8 G0016356 山田 隆 京都市消防局    橋本 縉治

9 G0001161 駒田 晋吾 Balle Blanche 駒田 晋吾 81

10 bye    駒田 晋吾

11 G0004691 是枝 哲浩 ノア・インドアステージ姫路 井上 新 80

12 G0019644 井上 新 瀬田グリーンテニスクラブ WO 加藤 勇之助

13 G0022395 山本 浩 クラレスポーツプラザ宝塚 山本 浩 86

14 G0020334 中村 幸介 チームYSA 23RET 加藤 勇之助

15 bye 加藤 勇之助 80

16 G0007261 加藤 勇之助 ダブルライン    

17 G0016737 斎ヶ原 勝則 OJM 斎ヶ原 勝則    

18 bye    岡田 耕一

19 岡田 耕一 ヴァルブランシュテニスクラブ 岡田 耕一 85

20 G0022616 吉村 武英 ダンロップテニススクール 81 足立 晶彦

21 G0022711 境 浩史 株式会社 島津製作所 足立 晶彦 86

22 足立 晶彦 ジャパンエース 83 足立 晶彦

23 bye 房本 禎之 97

24 G0019351 房本 禎之 Ａ・ＣＵＢＥテニスクラブ    足立 晶彦

25 G0021639 松崎 久也 KUTC 松崎 久也 86

26 bye    松崎 久也

27 G0022173 角田 豊 香里グリーンテニスクラブ 中村 吉延 81

28 G0000886 中村 吉延 笠間ＴＣ 85 松崎 久也

29 G0022442 石川 桂一 エスファーマシー 石川 桂一 85

30 G0021934 西原 均 コ・ス・パ光明池 85 丸本 雄彦

31 bye 丸本 雄彦 80 WINNER
32 G0013078 丸本 雄彦 サンランドロイヤルテニスクラブ    

33 G0016504 村田 良宏 丸井T・C 村田 良宏    
34 bye    村田 良宏

35 イエリン ロバート ロイヤルガーデンテニスクラブ イエリン ロバート 82

36 G0017085 三橋 正典 コスパあやめ池 82 村田 良宏

37 G0000991 山盛 光 サンランドロイヤルテニスクラブ 田口 喜治 98(4)

38 G0020375 田口 喜治 ＡＢ’Ｚ 83 田口 喜治

39 bye 井藤 勝也 85

40 G0002564 井藤 勝也 Ｔ.Ｃ.コスパ八尾南    村田 良宏

41 G0015765 紙谷 和夫 紙谷工務店 紙谷 和夫 86

42 bye    今井 啓之

43 G0022568 加藤 繁男 サンデーＴＣ 今井 啓之 97 　

44 G0022185 今井 啓之 チェリーテニスクラブ WO 大毛 義浩

45 G0021361 中西 信之 クアドリフォリオ 中西 信之 86

46 G0019674 山﨑 智夫 瀬戸テニスクラブ WO 大毛 義浩

47 bye 大毛 義浩 83

48 G0014435 大毛 義浩 茨木ITC    

49 G0015465 河上 光次 レインボーTS彩都 河上 光次    

50 bye   WO 河上 光次

51 G0000891 中島 章蔵 あさいちＴＣ 中島 章蔵 83

52 G0017927 幸田 泰一 万博テニスガーデン    河上 光次

53 G0019237 北島 滋宣 ファミリーテニスクラブ 北島 滋宣 81

54 G0007318 垣内 由紀緒 ｸﾗﾚ ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞた宝塚 81 塩見 正昭

55 bye 塩見 正昭 84

56 G0019063 塩見 正昭 GSユアサ    河上 光次

57 G0006564 釜野 昇 アキラITC 釜野 昇 84

58 bye    釜野 昇

59 bye 中澤 清浩 81

60 G0022325 中澤 清浩 ネオローン    釜野 昇

61 G0004349 市村 篤 阪急仁川テニスクラブ 中嶋 治 84

62 G0004724 中嶋 治 京都市消防局 84 舩渡 雄一朗

63 bye 舩渡 雄一朗 83

64 G0020905 舩渡 雄一朗 日置クラブ    



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2017

男子シングルス 60歳以上
登録No Name 1R 2R 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 G0017585 福澤 健次 サンランドロイヤルＴＣ 佐野 直

81

4 G0017172 佐野 直 京都東山T.C

86

平賀 恒男

5 G0018572 高橋 則行 三観テニスクラブ 前田 法男

82

6 G0017239 前田 法男 ヴァルブランシュテニスクラブ

97

鶴房 一男

7 G0001180 辻本 叔彦 ラケットパルTC 鶴房 一男

82

8 G0020630 鶴房 一男 わくわく稲美TC

82

平賀 恒男

9 G0001172 南口 健一 浜寺テニスクラブ 南口 健一

84

10 bye

   

南口 健一

11 G0022797 中村 文郎 神戸市役所硬式テニス部 古田 佳史

82

12 G0021575 古田 佳史 TAG GROUP

84

南口 健一

13 G0021394 北川 尚人 ダイハツ工業 北川 尚人

86

14 G0008803 宮川 淳一 三菱重工

82

北川 尚人

15 bye 中西 雅治

WO

WINNER

16 G0001482 中西 雅治 茨木I.T.C

   

中井 敏夫

17 G0001394 持田 明広 法曹テニスクラブ 持田 明広

82

18 bye

   

持田 明広

19 G0021104 平井 正弘 ＢＩＷＡＴＣ 青木 茂夫

86

20 G0022248 青木 茂夫 SANSHIRO

97

若林 利一

21 G0022693 松田 勝則 ブーメラン 松田 勝則

86

22 G0021441 中庄谷 修 エルダーボーイ

98(5)

若林 利一

23 bye 若林 利一

83

24 G0017909 若林 利一 京都東山ＴＣ

   

中井 敏夫

25 G0013826 上村 和秋 とうかい 上村 和秋

85

26 G0019590 細辻 吉弘 京都東山T.C

83

上村 和秋

27 G0007924 長島 清文 パワービィー出雲TC 長島 清文

82

28 G0020836 田川 学 長岡庭球道場

82

中井 敏夫

29 G0019911 貝塚 昭男 サンライズTC 山本 徹

83

30 G0022160 山本 徹 グンゼ

84

中井 敏夫

31 bye 中井 敏夫

80

32 G0016555 中井 敏夫 ロイヤルガーデンテニスクラブ

   



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2017

男子シングルス 65歳以上
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 G0020853 阪中 保 志紀テニスグループ 荒木 謙至 81

4 G0022338 荒木 謙至 甲子園テニスクラブ 98(2) 小堀 嘉朗

5 G0021102 深見 憲司 芦屋シーサイドテニス 深見 憲司 80

6 G0022157 岡本 和三 いなげフラワーテニスクラブ 83 深見 憲司

7 G0021704 浦野 俊也 京都フレンドテニスクラブ 向井 秀文 85

8 G0005231 向井 秀文 浜寺テニスクラブ 84 小堀 嘉朗

9 G0016940 新谷 和明 武生テニスクラブ 新谷 和明 84

10 bye    新谷 和明

11 G0021182 島田 順次 パンプキン 島田 順次 84

12 G0022236 白井 律男 西神天王山テニスクラブ 85 光武 誠

13 G0021464 大手 彰 神戸製鋼所 井上 武雄 81

14 G0022733 井上 武雄 茅野市テニス協会 97 光武 誠

15 bye 光武 誠 83

16 G0015667 光武 誠 高松ローンテニスクラブ    小堀 嘉朗

17 G0002054 竹内 美史 南愛知テニスドーム 竹内 美史 82

18 bye    竹内 美史

19 G0021542 浦谷 宏 豊中テニスクラブ 浦谷 宏 82

20 G0017393 伊賀 誠 東浦ローンテニスクラブ 84 竹内 美史

21 G0020547 高橋 雅樹 MYTA 高橋 雅樹 81

22 G0020582 青木 秀夫 アメリカンテニス 80 安永 敏郎

23 G0008000 桑原 憲一 芦屋シーサイドテニス 安永 敏郎 85

24 G0019342 安永 敏郎 三菱電機　伊丹 86 竹内 美史

25 G0019433 江宮 文夫 舞鶴ローンテニスクラブ 江宮 文夫 80

26 bye    塩津 和朗

27 G0016155 米戸 慶司 京都庭球友会 塩津 和朗 82

28 G0009294 塩津 和朗 ワカヤマテニススクール 80 上村 光廣

29 G0018743 石井 薫 湘南ローンテニスクラブ 東 学 84

30 G0018916 東 学 茨木TT337 WO 上村 光廣

31 bye 上村 光廣 82 WINNER
32 G0019010 上村 光廣 マリンテニスパーク北村    松本 千秋
33 G0020428 松田 一雄 旭化成ＴＣ 松田 一雄 98(5)
34 bye    松田 一雄

35 G0021070 望月 礼三 デンソー 松岡 修 81

36 G0016968 松岡 修 まほろばT-sch WO 松田 一雄

37 G0022586 川上 忠男 テニスプラザYAO 河野 満 83

38 G0016422 河野 満 川西市ローンテニスクラブ 81 伊村 邦夫

39 bye 伊村 邦夫 82

40 G0008109 伊村 邦夫 京都フレンドテニスクラブ    松田 一雄

41 G0011314 伊藤 昇 奈良国際テニスクラブ 伊藤 昇 85

42 G0019019 清水 弘治 芦屋シーサイドテニス 97 伊藤 昇

43 G0017982 浦野 英一 A.A.A 重盛 等 84

44 G0016148 重盛 等 守口テニスクラブ 82 松本 美樹

45 G0015610 岡﨑 雄二 鎌倉ローンテニスクラブ 伊藤 淨慈 84

46 G0017700 伊藤 淨慈 名古屋ローンテニス倶楽部 82 松本 美樹

47 bye 松本 美樹 80

48 G0001210 松本 美樹 大原グリーンテニスクラブ    松本 千秋

49 G0019572 中村 真治 ワカヤマテニススクール 中村 真治 85

50 bye    中村 真治

51 G0018446 長谷川 武 303T.C 上牧 勝彦 80

52 G0018798 上牧 勝彦 茨木サニータウンテニスクラブ 80 中村 真治

53 G0021700 福屋 正三 神足テニスクラブ 三友 和雄 83

54 G0019528 三友 和雄 カトレヤテニスガーデン鴻巣 82 三友 和雄

55 bye 加山 満 85

56 G0011267 加山 満 宝塚パブリックローンテニスクラブ    松本 千秋

57 G0018036 市川 正美 岐阜ローンテニスクラブ 市川 正美 82

58 G0017587 谷 健司 ｸﾗﾚｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ宝塚 81 市川 正美

59 G0021184 秋友 厚 舞鶴ローンテニスクラブ 秋友 厚 80

60 G0006852 奥野 光太郎 サンランドR.T.C 86 松本 千秋

61 G0022386 平野 直樹 福知山ローンTC 長畑 修 80

62 G0021986 長畑 修 浜寺テニスクラブ 82 松本 千秋

63 bye 松本 千秋 80

64 G0001215 松本 千秋 京都市テニス協会(個人会員）    



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2017

男子シングルス 70歳以上
登録No Name 1R 2R 3R QF SF F

1 G0016344 明石 俊治 天王山倶楽部 明石 俊治

2 bye    明石 俊治

3 G0015566 岡谷 恒雄 芦屋シーサイドテニス 河野 松彦 83

4 G0006209 河野 松彦 名古屋LTC 83 明石 俊治

5 G0008001 手槌 忠彦 神足テニスクラブ 越智 徹 82

6 G0015437 越智 徹 奈良国際テニスクラブ 83 佐竹 秀一

7 G0001206 今村 幸男 四日市L・T・C 佐竹 秀一 86

8 G0001954 佐竹 秀一 草津ラケットクラブ WO 北尾 善明

9 G0013048 佐藤 三郎 とうかい 佐藤 三郎 86

10 bye    別宮 敏朗

11 G0022066 越智 信夫 オムロン草津 別宮 敏朗 WO

12 G0001453 別宮 敏朗 パブリックテニスイングランド 84 北尾 善明

13 G0019033 緒方 雄作 アメリカンテニスクラブ 藤崎 廣次郎 80

14 G0001442 藤崎 廣次郎 さつき野テニスクラブ 82 北尾 善明

15 bye 北尾 善明 83

16 G0012715 北尾 善明 神戸製鋼所    山口 博造

17 G0020161 山口 博造 大和田TC 山口 博造 84

18 bye    山口 博造

19 G0019595 太田 好昭 ワカヤマテニススクール 本田 譲 80

20 G0015034 本田 譲 東レ瀬田TC 97 山口 博造

21 G0021979 藤原 満寿夫 ヴァルブランシュTC 長田 貴之 81

22 長田 貴之 パブリックテニス洛西 97 長田 貴之

23 G0020476 池田 幸一 三郷LTC 江藤 宏 86

24 G0001866 江藤 宏 阪急仁川テニスクラブ 84 山口 博造

25 G0013895 佐藤 重勝 平安京テニスクラブ 佐藤 重勝 80

26 bye    山崎 泰男

27 G0017666 山崎 泰男 OJM 山崎 泰男 WO

28 G0021170 高橋 誠 芦屋シーサイドテニス    WO 山崎 泰男

29 G0018074 佐々木 義治 西の丘ローンテニスクラブ 梅山 明紀 86

30 G0020741 梅山 明紀 利昌工業(株) 97 坂下 菊男

31 bye 坂下 菊男 85 WINNER
32 G0012901 坂下 菊男 奈良国際テニスクラブ    山口 博造
33 G0013910 山口 幹夫 池田テニスクラブ 山口 幹夫 97
34 bye    山口 幹夫

35 G0017877 吉岡 伸敏 甲子園テニスクラブ 吉岡 伸敏 85

36 G0017681 能美 邦昌 姫路ローンテニスクラブ 82 渡瀬 明男

37 G0014163 大田 勝久 三郷LTC 森脇 元宏 86

38 G0008945 森脇 元宏 茨木サニータウンTC 81 渡瀬 明男

39 bye 渡瀬 明男 85

40 G0001760 渡瀬 明男 鹿児島LTC（ローンテニスクラブ）    加山 仁

41 G0015535 長澤 洋三 宝塚パブリックローンTC 長澤 洋三 83

42 bye    後藤 和正

43 G0018982 後藤 和正 FAB 後藤 和正 85

44 G0012667 松浦 昭男 すずらんローンテニスクラブ 98(4) 加山 仁

45 G0019893 冨山 忠男 三菱電機神戸 冨山 忠男 86

46 G0020540 竹内 秀夫 天王山倶楽部 85 加山 仁

47 bye 加山 仁 80

48 G0014182 加山 仁 池田テニスクラブ    加山 仁

49 G0006212 後藤田 邦裕 徳島ローンテニスクラブ 後藤田 邦裕 83

50 bye    後藤田 邦裕

51 G0012284 大八木 幸三 ヴァルブランシュTC 大八木 幸三 83

52 G0015355 岡戸 昌紀 南愛知テニスドーム 83 常次 正和

53 G0016256 高橋 寿一 タカハシスポーツTC 高橋 寿一 86

54 川田 武彦 パブリックテニス宝ヶ池 86 常次 正和

55 bye 常次 正和 81

56 G0019623 常次 正和 芦屋シーサイドテニス    常次 正和

57 G0001437 西岡 龍雄 芦屋シーサイドT 西岡 龍雄 98(6)

58 G0020337 酒井 瓢太郎 甲山テニスクラブ 82 西岡 龍雄

59 G0022452 住谷 昌昭 奈良国際テニスクラブ 住谷 昌昭 81

60 G0022559 田中 正幸 ウッディーテニスクラブ WO 阿部 欽亮

61 G0016965 椿井 靖雄 芝谷中学PTAテニスクラブ 森 省吾 83

62 G0013784 森 省吾 チームS.E.N 86 阿部 欽亮

63 bye 阿部 欽亮 81

64 G0001517 阿部 欽亮 サンランドロイヤルTC    



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2017

男子シングルス 75歳以上
登録No Name 1R 2R 3R QF SF F

1 G0001486 松井 成男 庭仁貴知ＴＣ 松井 成男

2 bye    松井 成男

3 G0017206 萩原 保一 奈良国際TC 竹下 徳人 82

4 G0009586 竹下 徳人 JAEA 83 松井 成男

5 G0016130 中桐 邦弘 王寺テニスクラブ 中桐 邦弘 80

6 bye    碓井 勝久

7 bye 碓井 勝久 40RET.

8 G0010242 碓井 勝久 守山ファミリーＴＣ    松井 成男

9 G0001225 静 敬太郎 芦屋国際ローンテニスクラブ 静 敬太郎 86

10 bye    静 敬太郎

11 bye 阿多 賢三 80

12 G0016205 阿多 賢三 神戸ローンテニス倶楽部    静 敬太郎

13 G0022424 髙石 春雄 信貴硬式テニスクラブ 髙石 春雄 85

14 bye    金丸 敏彦

15 bye 金丸 敏彦 81

16 G0014586 金丸 敏彦 天王山クラブ    松井 成男

17 G0013982 吉澤 文人 ロ－ランギャロ 吉澤 文人 85

18 bye    吉澤 文人

19 G0019202 宮上 逸郎 京都ローンテニスクラブ 宮上 逸郎 81

20 G0022158 簗瀬 順一 チームアワジ 83 吉澤 文人

21 G0012000 松田 武弘 川西市ローンテニスクラブ 松田 武弘 85

22 bye    松田 武弘

23 bye 髙田 博紀 85

24 G0001261 髙田 博紀 阪神テニスショップ    吉澤 文人

25 G0001086 長谷川 茂 奈良国際テニスクラブ 長谷川 茂 83

26 bye    長谷川 茂

27 bye 川上 神一 82

28 川上 神一 神足テニスクラブ    長谷川 茂

29 G0017296 里深 信行 ヴァルブランシュ　テニスクラブ 里深 信行 82

30 bye    矢野 良市

31 bye 矢野 良市 80 WINNER
32 G0017191 矢野 良市 岩国ファミリーテニスクラブ    松井 成男
33 G0012818 西 淳二 成城スクエアテニスクラブ 西 淳二 84
34 bye    西 淳二

35 bye 森 耕作 83

36 G0018730 森 耕作 大津テニスクラブ    西 淳二

37 G0016959 佐藤 義智 神戸ローンテニス倶楽部 佐藤 義智 85

38 bye    佐藤 義智

39 bye 松島 巖 98(2)

40 G0020373 松島 巖 名古屋ローンテニスクラブ    良元 英河

41 G0012008 山中 博 チーム・スズカ 山中 博 84

42 bye    山中 博

43 bye 大串 健吾 82

44 G0019289 大串 健吾 京都フレンドテニスクラブ    良元 英河

45 G0012257 寺川 浩史 野洲テニスクラブ 寺川 浩史 83

46 G0011927 藤木 章二郎 東レ滋賀 97 良元 英河

47 bye 良元 英河 80

48 G0001454 良元 英河 テニスショップ・ピジョン    近藤 健

49 G0013676 近藤 健 名古屋グリーンテニスクラブ 近藤 健 97

50 bye    近藤 健

51 bye 片山 誠三 82

52 G0013783 片山 誠三 こものTC    近藤 健

53 G0013840 小島 眞壽士 東レ瀬田テニス同好会 小島 眞壽士 84

54 bye    池田 兼機

55 bye 池田 兼機 85

56 G0018940 池田 兼機 甲子園テニスクラブ    近藤 健

57 G0013952 橋本 實 奈良国際テニスクラブ 橋本 實 84

58 bye    藤井 征夫

59 bye 藤井 征夫 86

60 G0016509 藤井 征夫 神戸クラブ    恩智 宗和

61 G0015185 數野 弘行 大阪市テニス協会 竹中 清之 84

62 G0004708 竹中 清之 サンランドロイヤルテニスクラブ 86 恩智 宗和

63 bye 恩智 宗和 81

64 G0005553 恩智 宗和 奈良国際テニスクラブ    



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2017

男子シングルス 80歳以上
登録No Name 1R QF SF F

1 G0005673 宮田 敏男 名古屋ローンテニス倶楽部 宮田 敏男

2 bye

   

宮田 敏男

3 G0004728 中島 榮一郎 ラケットパルテニスクラブ 須藤 寛

82

4 G0000968 須藤 寛 名古屋ローンテニスクラブ

80

宮田 敏男

5 G0005639 原田 史郎 芦屋国際ローンテニスクラブ 原田 史郎

82

6 bye

   

小林 廉四郎

7 bye 小林 廉四郎

86

WINNER

8 G0020655 小林 廉四郎 知多市体育協会

   

宮田 敏男

9 G0017698 藤本 洋美 大阪市テニス協会（個人） 藤本 洋美

81

10 bye

   

藤本 洋美

11 bye 栗田 俊男

81

12 G0000955 栗田 俊男 名古屋ローンテニスクラブ

   

戸幡 康之

13 G0001495 能津 健 天王山テニスクラブ 能津 健

84

14 G0020490 中村 長平 ロイヤルガーデンテニスクラブ

82

戸幡 康之

15 bye 戸幡 康之

86

16 G0011920 戸幡 康之 京都フレンドテニスクラブ

   



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2017

女子シングルス 40歳以上
登録No Name 1R QF SF F

1 L0012662 笹原 夕子 ヴァルブランシュテニスクラブ 笹原 夕子

2 bye

   

笹原 夕子

3 L0011922 川北 敦子 アイ・テニスクラブ 川北 敦子

82

4 L0011964 濱田 美由紀 JBG

97

笹原 夕子

5 L0011995 貰田 圭子 アルティステニスクラブ 貰田 圭子

80

6 bye

   

林田 真弓

7 L0019043 井尻 三佐代 朝霞グリーンテニス 林田 真弓

84

WINNER

8 L0019072 林田 真弓 西の丘ローンテニスクラブ

81

田畑 由紀

9 L0019050 田畑 由紀 日本航空 田畑 由紀

84

10 L0018872 江原 千晶 アイ・テニスクラブ

81

田畑 由紀

11 bye 岩本 淳子

81

12 L0011780 岩本 淳子 ヴァルブランシュテニスクラブ

   

田畑 由紀

13 L0011360 柏元 忠子 テニスクラブ　コ・ス・パ　三国ヶ丘 武藤 美紀

84

14 L0018999 武藤 美紀 アクロス戸田インドアテニスクラブ

80

武藤 美紀

15 bye 竹内 真由美

82

16 L0012576 竹内 真由美 MTS大阪校カラバッシュテニススクール

   



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2017

女子シングルス 45歳以上
登録No Name 1R 2R QF SF F

1 L0010573 疋田 慶子 テニスショップNAWA 疋田 慶子

2 bye

   

疋田 慶子

3 L0019163 熊谷 美穂 京都市テニス協会 熊谷 美穂

83

4 L0011090 宮田 洋子 カクテル企画

85

疋田 慶子

5 L0010954 磯奥 詞子 Y'ours kobe 05 磯奥 詞子

84

6 bye

   

磯奥 詞子

7 bye 和田 広栄

80

8 L0012098 和田 広栄 阪神テニスショップ

   

疋田 慶子

9 L0010396 田ノ上 知津 ＴＮ－２１テニスクラブ 田ノ上 知津

81

10 bye

   

田ノ上 知津

11 bye 柿本 嘉代子

98(5)

12 L0012602 柿本 嘉代子 鶴見緑地MTS

   

上原 繭子

13 L0018972 上原 繭子 京都フレンドテニスクラブ 上原 繭子

86

14 bye

   

上原 繭子

15 bye 阿部 江美

97

WINNER

16 L0012370 阿部 江美 クラレスポーツプラザ宝塚

   

疋田 慶子

17 L0011825 佐藤 陽子 ファミリーテニスクラブ 佐藤 陽子

85

18 bye

   

佐藤 陽子

19 bye 雲財 恵理

80

20 L0012232 雲財 恵理 インターナショナルスポーツ

   

大場 文子

21 L0012745 山口 明子 阪急仁川テニスクラブ 山口 明子

83

22 bye

   

大場 文子

23 bye 大場 文子

82

24 L0011764 大場 文子 柳風台テニスクラブ

   

大場 文子

25 L0011957 三嶋 亜季 COSANA 三嶋 亜季

84

26 bye

   

三嶋 亜季

27 bye 田野 美紀

80

28 L0018563 田野 美紀 東京都TA

   

三嶋 亜季

29 L0012477 久田 順子 トップアスリート神戸 久田 順子

82

30 L0011369 中野 利香 ﾉｱ・ｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ

86

久田 順子

31 bye 沢登 真紀子

83

32 L0011915 沢登 真紀子 岡崎ローンテニスクラブ

   



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2017

女子シングルス 50歳以上
登録No Name 1R 2R QF SF F

1 L0006389 河辺 美枝 巧庭球塾 河辺 美枝

2 bye

   

河辺 美枝

3 L0011327 西村 みゆき トータスランテニスクラブ 西村 みゆき

81

4 神山 宏予 JUTA

84

河辺 美枝

5 L0012211 古川 雅子 R３！ 古川 雅子

82

6 bye

   

村木 真弓

7 bye 村木 真弓

82

8 L0011631 村木 真弓 カクテル企画

   

河辺 美枝

9 L0011930 四軒町 仁美 万博テニスガーデン 四軒町 仁美

81

10 bye

   

四軒町 仁美

11 L0012350 今村 ひとみ PINTO TC 今村 ひとみ

83

12 L0018929 中田 亜矢子 神戸ローンテニスクラブ

85

四軒町 仁美

13 L0018819 田辺 あけみ 大阪ロイヤル 田辺 あけみ

84

14 L0012794 澤田 ますみ 大渡テニスアカデミー

84

藤山 陽子

15 bye 藤山 陽子

83

WINNER

16 L0002822 藤山 陽子 O’Z

   

河辺 美枝

17 L0010311 佐々木 由紀子 司TC 佐々木 由紀子

81

18 bye

   

佐々木 由紀子

19 L0006216 松原 絹子 TEAM MARS 松原 絹子

84

20 L0012591 藤井 智美 ウエスタンルーフテニスクラブ

97

石田 京子

21 L0012200 吉岡 ますみ Vassie 吉岡 ますみ

80

22 L0018946 大江 功子 京都東山テニスクラブ

86

石田 京子

23 bye 石田 京子

82

24 L0010489 石田 京子 京都市テニス協会

   

小山 洋子

25 L0009822 遠藤 陽子 Y.T.A 遠藤 陽子

85

26 bye

   

遠藤 陽子

27 bye 渕下 はるみ

81

28 L0010277 渕下 はるみ 名古屋ローンテニス倶楽部

   

小山 洋子

29 L0018952 蜂須賀 禎子 カクテル企画 蜂須賀 禎子

80

30 L0010360 日高 恵 S.I.C-DA-DA T.S

80

小山 洋子

31 bye 小山 洋子

82

32 L0007069 小山 洋子 ヤバセテニスアカデミー(Y.T.A)

   



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2017

女子シングルス 55歳以上
登録No Name 1R 2R QF SF F

1 L0002865 粉川 弘子 AAA 粉川 弘子

2 bye

   

吉田 啓子

3 L0012072 尾家 千明 チームゴッチ 吉田 啓子

WO

4 L0000549 吉田 啓子 高田ロイヤルテニスクラブ

80

徳田 聡美

5 L0003480 三堀 美幸 足柄ローンテニスクラブ 三堀 美幸

85

6 L0010228 尾崎 順子 泉大津ロイヤルテニスクラブ

84

徳田 聡美

7 L0005553 三上 英子 keep smilng 徳田 聡美

83

8 L0010197 徳田 聡美 宝塚パブリックローンTC

80

徳田 聡美

9 L0006824 若松 美雪 大井町ファミリーテニスクラブ 若松 美雪

84

10 bye

   

高岡 久美子

11 L0006056 高岡 久美子 茨木サニータウンテニスクラブ 高岡 久美子

86

12 L0008268 浅井 千草 覚王山テニス

WO

原田 佳江

13 L0009455 小川 潮美 サンランドロイヤルテニスクラブ 三辻 信子

83

14 L0010495 三辻 信子 茗渓テニスクラブ

83

原田 佳江

15 L0001553 小寺 文子 芦屋国際ローンテニスクラブ 原田 佳江

82

WINNER

16 L0012173 原田 佳江 TEAM　MARS

83

花房 るり子

17 L0010661 西村 美早子 星和高原テニスクラブ 西村 美早子

80

18 L0011166 石橋 規子 永岡庭球道場

86

西村 美早子

19 L0005047 竹村 純恵 茨木サニータウンテニスクラブ 竹村 純恵

83

20 L0012666 吉岡 京子 彦根グリーンＴＣ

84

西村 美早子

21 L0018457 河内 順子 R3！ 角 弘美

WO

22 L0010224 角 弘美 Ｅｌｄｏ．ｒａ．ｄｏ

84

山川 知枝

23 bye 山川 知枝

83

24 L0008059 山川 知枝 芦屋国際ローンテニスクラブ

   

花房 るり子

25 L0004511 加藤 明美 グランドスラム 加藤 明美

82

26 L0012547 前田 裕子 Vassie

WO

加藤 明美

27 L0018637 上野 恭子 T.Volcano 市村 祐子

81

28 L0004646 市村 祐子 阪急仁川テニスクラブ

WO

花房 るり子

29 L0003653 伊藤 志津 モリタテニス企画 杉山 依里子

83

30 L0008170 杉山 依里子 チーム真魚

86

花房 るり子

31 bye 花房 るり子

80

32 L0000761 花房 るり子 ガーデングリーンテニスクラブ

   



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2017

女子シングルス 60歳以上
登録No Name 1R 2R QF SF F

1 L0012595 猪俣 啓子 サンランドロイヤルテニスクラブ 猪俣 啓子

2 bye

   

南 弘子

3 L0010830 南 弘子 A・CUBEテニスクラブ 南 弘子

86

4 L0008368 佐藤 伊津子 TEAM　MARS

81

南 弘子

5 L0018670 上雲地 裕子 HOS花園スタジアム 上雲地 裕子

81

6 bye

   

亀丸 礼子

7 bye 亀丸 礼子

82

8 L0004699 亀丸 礼子 BIWA TC

   

南 弘子

9 L0010697 三村 智子 ガーデングリーンテニスクラブ 三村 智子

82

10 bye

   

三村 智子

11 L0012400 兼頼 知子 美原の森 兼頼 知子

81

12 L0011826 相田 玲子 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ

WO

三村 智子

13 L0011393 久万 京子 サンヒル柏原 久万 京子

81

14 L0010925 中村 千代 ル・クールTA神戸

86

中村 直子

15 bye 中村 直子

81

WINNER

16 L0000885 中村 直子 松田テニス塾

   

中井 佳代子

17 L0010671 山本 絹代 トップランテニスカレッジ石守 山本 絹代

81

18 bye

   

山本 絹代

19 L0010077 池原 比登美 パブリックテニス宝ヶ池 池原 比登美

81

20 L0012587 竹内 篤子 A to Z

86

坪井 貴美子

21 L0012039 鈴木 玲子 湘南ファミリーテニスクラブ 土屋 純子

80

22 L0011244 土屋 純子 なかもずローンテニスクラブ

85

坪井 貴美子

23 bye 坪井 貴美子

82

24 L0010539 坪井 貴美子 鶴見緑地M.T.S

   

中井 佳代子

25 L0000677 酒匂 千嘉子 豊中テニスクラブ 酒匂 千嘉子

84

26 bye

   

酒匂 千嘉子

27 bye 江村 弘子

82

28 L0008722 江村 弘子 ＩＴＣ京都西

   

中井 佳代子

29 L0010418 黒木 邦子 クラレスポーツプラザ宝塚 冨岡 洋子

85

30 L0012438 冨岡 洋子 サン城陽テニスクラブ

83

中井 佳代子

31 bye 中井 佳代子

80

32 L0003938 中井 佳代子 和歌山グリーンテニスクラブ

   



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2017

女子シングルス 65歳以上
登録No Name 1R QF SF F

1 L0000726 土屋 章子 ヴァルブランシュテニスクラブ 土屋 章子

2 bye

   

土屋 章子

3 L0006157 岡野 光子 ハロースポーツ 川口 泰子

82

4 L0010950 川口 泰子 アメリカンテニス

82

土屋 章子

5 L0012504 村尾 厚子 チームメイ 村尾 厚子

81

6 bye

   

大我 みよ子

7 L0004156 加藤 啓子 名古屋ローンテニス倶楽部 大我 みよ子

83

WINNER

8 L0002604 大我 みよ子 神戸ローンテニスクラブ

85

土屋 章子

9 L0011342 香川 知惠子 奈良国際テニスクラブ 寺坂 玲子

80

10 L0004068 寺坂 玲子 箕面市テニス協会

WO

松井 文子

11 bye 松井 文子

81

12 L0000611 松井 文子 名古屋ローンテニスクラブ

   

柏本 照子

13 L0012296 四俵 孝子 森林ロングウッドテニスクラブ 阿守 佳子

85

14 L0012365 阿守 佳子 芦屋国際ローンテニスクラブ

83

柏本 照子

15 bye 柏本 照子

82

16 L0006222 柏本 照子 ＢＩＷＡ　ＴＣ

   



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2017

女子シングルス 70歳以上
登録No Name 1R QF SF F

1 L0004487 板野 陽子 ガーデングリーンテニスクラブ 板野 陽子

2 bye

   

板野 陽子

3 L0000880 角原 京子 岡大教職員T.T 角原 京子

86

4 L0009352 尾間 利恵 高岡ロイヤルテニスクラブ

81

板野 陽子

5 L0018495 淺井 菊江 コパンTS 淺井 菊江

83

6 bye

   

淺井 菊江

7 bye 須藤 敬子

86

WINNER

8 L0010167 須藤 敬子 浜大津テニスクラブ

   

板野 陽子

9 L0005460 真鍋 泰子 チーム真魚 垪和 友望

81

10 L0012035 垪和 友望 芦屋国際ローンテニスクラブ

WO

垪和 友望

11 bye 大橋 和子

85

12 L0000128 大橋 和子 小平テニスクラブ

   

山下 英子

13 L0006787 村上 久美子 大正セントラルテニスクラブ目白 村上 久美子

83

14 L0007451 吉谷川 純子 千歳テニス協会

86

山下 英子

15 bye 山下 英子

74RET.

16 L0000807 山下 英子 新日鉄住金八幡

   



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2017

女子シングルス 75歳以上
登録No Name

1 L0005539 早川 弘子 ウイッシュ

8 - 3 7 - 9 2
位

2 L0009398 浅利 康子 福山ロイヤルTC

3 8 2 - 8 3
位

3 L0009294 天野 周子 名古屋ローンテニスクラブ

9 - 7 8 - 2 1
位

   

早川 弘子 天野 周子浅利 康子



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2017

男子ダブルス 35歳以上
登録No Name 1R F

1 G0020554 戸江 達哉 神戸ローンテニスクラブ

G0020991 大坪 勇人 J’s club 戸江 達哉/大坪 勇人

2 G0018368 上田 威 三菱電機神戸

85

WINNER

G0019575 木村 宣寿 J-J-JACKS 戸江 達哉/大坪 勇人

3 G0021569 池田 裕志 ripples

86

伊藤 健吾 ripples 池田 裕志/伊藤 健吾

4 G0020401 吉井 康裕 teamよっし～

WO

G0022525 三木 康太郎 チーム ガレーラ

   



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2017

男子ダブルス 40歳以上
登録No Name 1R SF F

1 G0016514 右近 貴志 ＱｕｏｎＭｉｎｅｒａｌ

G0016934 神田 寛之 ＴＳ奈良テニスクラブ 右近 貴志 / 神田 寛之

2 bye

   

bye 右近 貴志 / 神田 寛之

3 G0016974 小守 義人 チームグランバー

84

G0022488 中 公宏 チームファミリー 小守 義人/中 公宏

4 G0018375 武田 賢悟 第一生命保険株式会社

84

WINNER

G0022216 川本 泰弘 MS.鶴見緑地.M.T.S 右近 貴志 / 神田 寛之

5 G0017022 北川 薫 味の素

83

G0018604 村上 憲市 富士通テン 北川 薫/村上 憲一

6 G0020939 今枝 正志 PROJECT V

82

長藤 大 PROJECT V 北川 薫/村上 憲一

7 G0017720 中西 宏介 Hankees

85

G0018556 中西 伸介 エルティーアイ（株） 井上 修一/國友 将史

8 G0018348 井上 修一 大阪ガス

85

G0022382 國友 将史 泉大津ロイヤルTC
   



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2017

男子ダブルス 45歳以上
登録No Name 1R QF SF F

1 G0021373 浅場 敦 ウッドテニス

G0021577 武田 将孝 since34 浅場 敦 / 武田 将孝

2 bye

   

bye 千鳥 貴裕/永山 健

3 G0021655 大森 弥 ブルートパーズ

84

G0018333 岡本 治之 MTFクラブ 千鳥 貴裕/永山 健

4 G0019048 千鳥 貴裕 クレスト

97

G0016110 永山 健 ＴＳ奈良テニスクラブ 千鳥 貴裕/永山 健

5 G0001472 中本 九邦 ダイハツ工業（株）

85

G0015951 金原 明範 土山’Ｓ 中本 九邦 / 金原 明範

6 bye

   

bye 中本 九邦 / 金原 明範

7 bye

83

bye 牟禮 勝 / 三原 隆史

8 G0016430 牟禮 勝 テニスユニバース

   

WINNER

三原 隆史 狭山テニスクラブ

9 G0017689 石坂 茂 Zoo

   

G0020433 中尾 岳 大阪ガス 石坂 茂/中尾 岳

10 G0022681 佐藤 裕司 ノアインドアステージ宝塚

84

G0022688 池垣 直哉 Hankees 山内 敏秀 / 梅川 和哉

11 bye

97

bye 山内 敏秀 / 梅川 和哉

12 G0016738 山内 敏秀 羽曳野ローンテニスクラブ

   

G0013095 梅川 和哉 Eldo.ra.do 山内 敏秀 / 梅川 和哉

13 G0020151 井上 圭司 Team KEI

98(5)

G0006932 今出 広一 テニスハウス 井上 圭司/今出 広一

14 G0022564 竹田 新吾 ヴァルブランシュ

86

G0022095 荒 智毅 ヴァルブランシュテニスクラブ 井上 圭司/今出 広一

15 bye

84

bye 八木沢 俊也 / 中原 浩之

16 G0014421 八木沢 俊也 トヨタ自動車北海道

   

G0010879 中原 浩之 尼崎市役所

   



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2017

男子ダブルス 50歳以上
登録No Name 1R QF SF F

1 G0007702 小林 伸輔 アイ・テニスクラブ

G0016194 桜井 弘明 トップラン石守 小林 伸輔 / 桜井 弘明

2 bye

   

bye 小林 伸輔 / 桜井 弘明

3 G0016542 熊澤 方宏 Eldo.ra.do

97

G0017697 堤 英俊 トップラン 熊澤 方宏/堤 英俊

4 G0020324 内田 明宏 十三良亀

83

G0020341 渡嘉敷 弘志 TT337 西村 昌晃/高橋 雅夫

5 G0015714 篠原 政晴 コスパ光明池TG

85

G0009972 牧野 謙 箕面市テニス協会 篠原 政晴/牧野 謙

6 G0021751 寒川 隆雄 レインボーTS彩都

84

G0022279 嶋谷 徹 寝屋川市テニス協会 西村 昌晃/高橋 雅夫

7 G0001100 西村 昌晃 ヴァルブランシュTC

98(3)

G0016171 高橋 雅夫 造幣局 西村 昌晃/高橋 雅夫

8 G0001115 平井 豊 Ｙ’ｏｕｒｓ　Ｋｏｂｅ　０５

82

WINNER

G0014680 加藤 進 名古屋ローンテニスクラブ

9 G0018404 茨木 亮二 神足テニスクラブ

   

G0020800 岸田 知義 神足テニスクラブ 住田 成司/林 公一

10 G0013556 住田 成司 造幣局

WO

G0022268 林 公一 ルーセントテニスクラブ八尾 住田 成司/林 公一

11 bye

86

bye 御代 元 / 大路 武

12 G0005106 御代 元 明治神宮外苑テニスクラブ

   

G0017248 大路 武 阪急仁川TC 山本 健司 / 山本 健二

13 G0021978 細原 秀郎 TeamCan

98(6)

G0007234 白川 知恭 NJTC 岩城 吉夫/村岡 勝幸

14 G0005993 岩城 吉夫 明石ファミリーＴＣ

97

G0014446 村岡 勝幸 明石ファミリーTC 山本 健司 / 山本 健二

15 bye

85

bye 山本 健司 / 山本 健二

16 G0018902 山本 健司 池田市テニス協会

   

G0001141 山本 健二 大阪府庁

   



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2017

男子ダブルス 55歳以上
登録No Name 1R QF SF F

1 G0018971 中村 幸彦 三萩野テニスクラブ

G0008056 松田 比呂志 カクテル企画 中村 幸彦 / 松田 比呂志

2 bye

   

bye 大峰 勝次/安田 一

3 G0020056 大峰 勝次 テニスハウス

98(2)

G0016439 安田 一 ラケットクラブうずまさ 大峰 勝次/安田 一

4 G0000991 山盛 光 サンランドロイヤルテニスクラブ

86

西村 亨 茨木サニータウンテニスクラブ 北島 滋宣 / 冨田 和義

5 G0019237 北島 滋宣 ファミリーテニスクラブ

84

G0004723 冨田 和義 カクテル企画 北島 滋宣 / 冨田 和義

6 bye

   

bye 北島 滋宣 / 冨田 和義

7 G0020646 米田 克己 ノア・インドア京都西

81

G0013551 田中 靖久 テニスユニバース 田中 克典/大野 和彦

8 G0014797 田中 克典 武田薬品工業

83

WINNER

G0022293 大野 和彦 五月山テニスクラブ 村田 良宏 / 河上 光次

9 G0019399 下里 浩一 大原グリーンテニスクラブ

WO

飛田 義和 大原グリーンテニスクラブ 下里 浩一/飛田 義和

10 G0022694 祐安 克典 島津製作所

98(5)

G0022695 大越 暁 島津製作所 駒田 晋吾 / 境 浩史

11 bye

97

bye 駒田 晋吾 / 境 浩史

12 G0001161 駒田 晋吾 Balle Blanche

   

G0022711 境 浩史 株式会社 島津製作所 村田 良宏 / 河上 光次

13 G0021639 松崎 久也 KUTC

82

小林 純 KUTC 松崎 久也/小林 純

14 G0021646 山田 洋司 人丸テニスクラブ

83

G0021619 辻 浩 中モズローンテニスクラブ 村田 良宏 / 河上 光次

15 bye

98(4)

bye 村田 良宏 / 河上 光次

16 G0016504 村田 良宏 丸井T・C

   

G0015465 河上 光次 レインボーTS彩都

   



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2017

男子ダブルス 60歳以上
登録No Name 1R QF SF F

1 G0016555 中井 敏夫 ロイヤルガーデンテニスクラブ

G0001185 秋山 郁夫 ファミリーテニスクラブ 中井 敏夫 / 秋山 郁夫

2 bye

   

bye 中井 敏夫 / 秋山 郁夫

3 G0017239 前田 法男 ヴァルブランシュテニスクラブ

83

G0017199 海家 秀夫 守口テニスクラブ 前田 法男/海家 秀夫

4 G0019590 細辻 吉弘 京都東山T.C

84

G0017172 佐野 直 京都東山T.C 中井 敏夫 / 秋山 郁夫

5 G0006513 坪倉 利孝 ユニバー神戸T.C

82

G0022509 西谷 豊 テニスショップピジョン 坪倉 利孝 / 西谷 豊

6 bye

   

bye 金尾 博和 / 寺西 章好

7 bye

97

bye 金尾 博和 / 寺西 章好

8 G0009676 金尾 博和 ecole-f

   

WINNER

G0021133 寺西 章好 神戸大学教職員テニス部 中井 敏夫 / 秋山 郁夫

9 G0017909 若林 利一 京都東山ＴＣ

85

G0016927 植村 二郎 テニスハウス 若林 利一 / 植村 二郎

10 bye

   

bye 平賀 恒男 / 持田 明広

11 bye

97

bye 平賀 恒男 / 持田 明広

12 G0012206 平賀 恒男 池田テニスクラブ

   

G0001394 持田 明広 法曹テニスクラブ 佐藤 静也 / 辻本 叔彦

13 G0017585 福澤 健次 サンランドロイヤルＴＣ

84

G0004672 大島 俊計 Ａ．Ａ．Ａ 福澤 健次/大島 俊計

14 G0021340 渡士 英治 中百舌鳥テニスクラブ

84

G0006763 島田 茂樹 三井化学テニスクラブ 佐藤 静也 / 辻本 叔彦

15 bye

98(0)

bye 佐藤 静也 / 辻本 叔彦

16 G0012286 佐藤 静也 ウインザーラケットショップ

   

G0001180 辻本 叔彦 ラケットパルTC

   



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2017

男子ダブルス 65歳以上
登録No Name 1R QF SF F

1 G0012229 塩田 和男 アイ・テニスクラブ

G0001212 難波江 学 O.J.M 塩田 和男 / 難波江 学

2 bye

   

bye 塩田 和男 / 難波江 学

3 G0001210 松本 美樹 大原グリーンテニスクラブ

97

G0020391 林 正一 BIWA　TC 嘉納 俊二/木下 理

4 嘉納 俊二 茨木サニータウンテニスクラブ

86

木下 理 茨木サニータウンテニスクラブ 大倉 成光/山本 弘一

5 G0018344 大倉 成光 FD66Q71Fｓ8１Ｗ

84

G0008131 山本 弘一 万博テニスガーデン 大倉 成光/山本 弘一

6 G0020428 松田 一雄 旭化成ＴＣ

86

G0022291 竹中 幸次 旭化成テニスクラブ 大倉 成光/山本 弘一

7 G0019360 茶木 孝雄 サンランドテニスクラブ

80

G0015467 池村 辰夫 神戸ローンテニスクラブ 長谷川 武/ 向井 秀文

8 G0018446 長谷川 武 303T.C

82

WINNER

G0005231 向井 秀文 浜寺テニスクラブ 島村 廣信 / 重盛 等

9 G0014545 小堀 嘉朗 チームKワールド

84

G0015667 光武 誠 高松ローンテニスクラブ 小堀 嘉朗/光武 誠

10 G0019424 田端 定夫 万博テニスガーデン

WO

G0018822 本間 博 ユニバー神戸テニス倶楽部 小堀 嘉朗/光武 誠

11 G0007940 橋本 庄司 ファミリーテニスクラブ

86

G0019592 高橋 直和 ジャパンエース 諏澤 誠治/西本 陽一

12 G0017897 諏澤 誠治 ＩＴＣ

82

G0001263 西本 陽一 ユニバー神戸テニス倶楽部 島村 廣信 / 重盛 等

13 G0016575 加藤 一顕 東宝調布TC

98(5)

G0014190 岡村 隆 阪急仁川テニスクラブ 伊村 邦夫/浦野 俊也

14 G0008109 伊村 邦夫 京都フレンドテニスクラブ

84

G0021704 浦野 俊也 京都フレンドテニスクラブ 島村 廣信 / 重盛 等

15 bye

86

bye 島村 廣信 / 重盛 等

16 G0017649 島村 廣信 OJM

   

G0016148 重盛 等 守口テニスクラブ

   



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2017

男子ダブルス 70歳以上
登録No Name 1R QF SF F

1 G0008271 奥田 彦三郎 星田テニスクラブ

G0001070 奥村 迪雄 宝塚パブリックローンTC 奥田 彦三郎 / 奥村 迪雄

2 bye

   

bye 奥田 彦三郎 / 奥村 迪雄

3 G0006212 後藤田 邦裕 徳島ローンテニスクラブ

86

G0001428 上岡 君義 T.AS.ONE 後藤田 邦裕・上岡 君義

4 G0014834 中野 量弘 京都フレンドテニスクラブ

84

G0015355 岡戸 昌紀 南愛知テニスドーム 奥田 彦三郎 / 奥村 迪雄

5 G0016950 森下 龍三 明治神宮外苑テニスクラブ

86

G0010497 宮地 昭人 芦屋シーサイドテニスクラブ 梅山 明紀/渡邉 明

6 G0020741 梅山 明紀 利昌工業(株)

WO

渡邉 明 利昌工業(株) 佐々木 省司/大八木 幸三

7 G0022458 佐々木 省司 大津テニスクラブ

80

G0012284 大八木 幸三 ヴァルブランシュTC 佐々木 省司/大八木 幸三

8 G0013910 山口 幹夫 池田テニスクラブ

85

WINNER

G0002019 森田 常樹 モリタテニス企画 佐竹 秀一/柴田 信雄

9 G0022066 越智 信夫 オムロン草津

80

G0018074 佐々木 義治 西の丘ローンテニスクラブ 越智 信夫/佐々木 義治

10 G0017877 吉岡 伸敏 甲子園テニスクラブ

85

G0017666 山崎 泰男 OJM 阿部 欽亮/渡瀬 明男

11 G0020604 山形 弘一 土曜クラブ

81

G0020345 津森 克彦 オースチンテニスクラブ 阿部 欽亮/渡瀬 明男

12 G0001517 阿部 欽亮 サンランドロイヤルTC

85

G0001760 渡瀬 明男 鹿児島LTC（ローンテニスクラブ） 佐竹 秀一/柴田 信雄

13 G0014182 加山 仁 池田テニスクラブ

85

G0012715 北尾 善明 神戸製鋼所 佐竹 秀一/柴田 信雄

14 G0001954 佐竹 秀一 草津ラケットクラブ

86

G0021551 柴田 信雄 カラバッシュテニスクラブ 佐竹 秀一/柴田 信雄

15 bye

86

bye 波島 正幸 / 田川 忠敬

16 G0019980 波島 正幸 京都フレンドTC

   

G0021746 田川 忠敬 サン城陽テニスクラブ

   



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2017

男子ダブルス 75歳以上
登録No Name 1R SF F

1 G0013982 吉澤 文人 ロ－ランギャロ

G0013676 近藤 健 名古屋グリーンテニスクラブ 吉澤 文人/近藤 健

2 G0017296 里深 信行 ヴァルブランシュ　テニスクラブ

82

G0018730 森 耕作 大津テニスクラブ 吉澤 文人/近藤 健

3 G0019202 宮上 逸郎 京都ローンテニスクラブ

84

G0012818 西 淳二 成城スクエアテニスクラブ 宮上 逸郎/ 西 淳二

4 G0020552 石田 正彦 貝塚市テニス連盟

82

WINNER

瀬川 武志 貝塚テニス連盟 吉澤 文人/近藤 健

5 G0013840 小島 眞壽士 東レ瀬田テニス同好会

86

G0011927 藤木 章二郎 東レ滋賀 髙木 修/岩本 修

6 G0018685 髙木 修 阪急仁川テニスクラブ

81

岩本 輝一 JLTC 髙木 修/岩本 修

7 G0012257 寺川 浩史 野洲テニスクラブ

85

中塚 勇 センチュリークラブ 松田 武弘/玉水 義一

8 G0012000 松田 武弘 川西市ローンテニスクラブ

84

G0001240 玉水 義一 三菱重工神戸
   



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2017

男子ダブルス 80歳以上
登録No Name

1 G0020655 小林 廉四郎 知多市体育協会

位

G0005673 宮田 敏男 名古屋ローンテニス倶楽部

2 G0019074 高見 修 アーバン六甲テニス倶楽部

G0001495 能津 健 天王山テニスクラブ

3 G0000968 須藤 寛 名古屋ローンテニスクラブ

G0000986 三宅 隆信 名古屋ローンテニスクラブ

   

須藤 寛／三宅 隆信高見 修／能津 健小林 廉四郎／宮田 敏男

-8

33

3

-

8

8

2-

2 38

位

位-

8

-

- 8

1

2

3



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2017

女子ダブルス 45歳以上
登録No Name 1R QF SF F

1 L0010509 西尾 優子 モリタテニス企画

L0010511 上野 聡子 モリタテニス企画 西尾 優子 / 上野 聡子

2 bye

   

bye 西尾 優子 / 上野 聡子

3 田中 直美 ITC京都西

83

三浦 里香 ITC京都西 田中 直美/三浦里香

4 L0011306 岡部 智子 横浜スポーツマンクラブ

86

L0019126 山本 智子 丹波インドアテニスカレッジ 西尾 優子 / 上野 聡子

5 L0010997 吉竹 まゆみ J.STAP

82

L0005405 三木 範子 TEAM MARS 吉竹 まゆみ / 三木 範子

6 bye

   

bye 吉竹 まゆみ / 三木 範子

7 bye

82

bye 和田 広栄 / 森 幸江

8 L0012098 和田 広栄 阪神テニスショップ

   

WINNER

L0011109 森 幸江 美原の森テニスガーデン 西尾 優子 / 上野 聡子

9 L0011825 佐藤 陽子 ファミリーテニスクラブ

83

山崎 美紀 ファミリーテニスクラブ 佐藤 陽子 / 山崎 美紀

10 bye

   

bye 清水 路恵 / 長安 幹子

11 bye

85

bye 清水 路恵 / 長安 幹子

12 L0018971 清水 路恵 宝田TCP

   

L0018970 長安 幹子 ロベリア 赤松 京子 / 森花 治美

13 南 久美 大原グリーンTC

82

室矢 佳子 京都市テニス協会 南 久美 / 室矢 佳子

14 bye

   

bye 赤松 京子 / 森花 治美

15 bye

82

bye 赤松 京子 / 森花 治美

16 L0010209 赤松 京子 矢田山テニスクラブ

   

L0010207 森花 治美 矢田山テニスクラブ

   



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2017

女子ダブルス 50歳以上
登録No Name 1R QF SF F

1 L0007052 高田 恵子 レインボーTS彩都

L0004454 明比 敬子 ガーデングリーンテニスクラブ 高田 恵子 / 明比 敬子

2 bye

   

bye 松山 知恵子/北岡 弓子

3 L0011301 藤村 純子 ＩＴＣ京都西

85

L0012468 鈴木 紀子 江坂テニスセンター 松山 知恵子/北岡 弓子

4 L0011267 松山 知恵子 大原グリーンテニスクラブ

97

北岡 弓子 ITC京都西 垣内 清美 / 伊藤 里恵

5 L0010989 垣内 清美 福井テニスクラブ

82

L0010584 伊藤 里恵 トリプルF 垣内 清美 / 伊藤 里恵

6 bye

   

bye 垣内 清美 / 伊藤 里恵

7 bye

82

bye 山田 由里子 / 浦田 浩子

8 L0019148 山田 由里子 ホワイティＴ.C

   

WINNER

浦田 浩子 ホワイティＴ.C 兼田 由賀里 / 冨岡 波江

9 L0010687 横山 佳代 東山テニスクラブ

83

L0018455 小池 有利子 スポーツビレッジ 下田 佐知/椎津 育子

10 L0010664 下田 佐知 京都市テニス協会

80

L0012426 椎津 育子 神戸ユニバーテニスクラブ 下田 佐知/椎津 育子

11 bye

84

bye 河辺 美枝 / 犬嶋 智美

12 L0006389 河辺 美枝 巧庭球塾

   

L0018466 犬嶋 智美 チームゴッチ 兼田 由賀里 / 冨岡 波江

13 L0011965 長谷川 恵子 永岡庭球道場

86

L0012447 鵜川 恒美 レインボーTS彩都 遠藤 陽子/小山 陽子

14 L0009822 遠藤 陽子 Y.T.A

80

L0007069 小山 洋子 ヤバセテニスアカデミー(Y.T.A) 兼田 由賀里 / 冨岡 波江

15 bye

85

bye 兼田 由賀里 / 冨岡 波江

16 L0008076 兼田 由賀里 天王山倶楽部

   

L0011058 冨岡 波江 K7

   



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2017

女子ダブルス 55歳以上
登録No Name 1R 2R QF SF F

1 L0004489 若竹 智佳恵 テニスプラザ尼崎

L0004215 早野 知実 カクテル企画 若竹 智佳恵 / 早野 知実

2 bye    

bye 若竹 智佳恵 / 早野 知実

3 L0008170 杉山 依里子 チーム真魚 80

L0001443 細川 奈美 京都東山テニスクラブ 杉山 依里子/細川 奈美

4 L0003480 三堀 美幸 足柄ローンテニスクラブ 84

L0000549 吉田 啓子 高田ロイヤルテニスクラブ 若竹 智佳恵 / 早野 知実

5 L0011065 風呂本 理矢 Tension 82

L0003063 西村 りえ Tension 風呂本 理矢 / 西村 りえ

6 bye    

bye 安田 留里子 / 益原 祐子

7 bye 82

bye 安田 留里子 / 益原 祐子

8 L0008379 安田 留里子 ITC京都西テニスクラブ    

L0018885 益原 祐子 滋賀県テニス協会 若竹 智佳恵 / 早野 知実

9 L0008059 山川 知枝 芦屋国際ローンテニスクラブ 82

L0012357 増田 美雪 三和TS 山川 知枝 / 増田 美雪

10 bye    

bye 山川 知枝 / 増田 美雪

11 bye 81

bye 本多 恵子 / 上野 恭子

12 L0009562 本多 恵子 阪急仁川テニスクラブ    

L0018637 上野 恭子 T.Volcano 神内 恵子 / 佐脇 瑞恵

13 L0012625 神内 恵子 生駒レディース 98(6)

L0018828 佐脇 瑞恵 チームゴッチ 神内 恵子 / 佐脇 瑞恵

14 bye    

bye 神内 恵子 / 佐脇 瑞恵

15 bye 82

bye 酒井 美佳子 / 中井 百合恵

16 L0018850 酒井 美佳子 ユニバー神戸テニス倶楽部    WINNER
L0003659 中井 百合恵 サンランドロイヤルテニスクラブ 若竹 智佳恵 / 早野 知実

17 L0001553 小寺 文子 芦屋国際ローンテニスクラブ 86
L0000742 清水 久子 難波徹NAMP 小寺 文子 / 清水 久子

18 bye    

bye 石川 真理子 / 井上 容子

19 bye 98(8)

bye 石川 真理子 / 井上 容子

20 L0007573 石川 真理子 パブリックテニス宝ヶ池    

L0007173 井上 容子 パブリックテニス宝ヶ池 石川 真理子 / 井上 容子

21 北丸 曜子 テニスハウス 86

辻井 笑子 テニスハウス 北丸 曜子 / 辻井 笑子

22 bye    

bye 伊藤 志津 / 北村 美佐緒

23 bye 82

bye 伊藤 志津 / 北村 美佐緒

24 L0003653 伊藤 志津 モリタテニス企画    

L0010206 北村 美佐緒 枚方フレンズ 花房 るり子 / 八木 洋子

25 L0000761 花房 るり子 ガーデングリーンテニスクラブ 83

L0008659 八木 洋子 ガーデングリーンテニスクラブ 花房 るり子 / 八木 洋子

26 bye    

bye 花房 るり子 / 八木 洋子

27 bye 82

bye 黒田 知津枝 / 星 弘子

28 L0001548 黒田 知津枝 ヤスマグリーンテニスクラブ    

L0019052 星 弘子 ITC京都西クラブ 花房 るり子 / 八木 洋子

29 L0009455 小川 潮美 サンランドロイヤルテニスクラブ 84

L0010228 尾崎 順子 泉大津ロイヤルテニスクラブ 若松 美雪/井上 典子

30 L0006824 若松 美雪 大井町ファミリーテニスクラブ 82

L0008182 井上 典子 サンランドロイヤルＴＣ 友口 明美 / 多田 皆子

31 bye 84

bye 友口 明美 / 多田 皆子

32 L0000660 友口 明美 チームウェンズ       

L0003753 多田 皆子 zero1



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2017

女子ダブルス 60歳以上
登録No Name 1R QF SF F

1 L0012595 猪俣 啓子 サンランドロイヤルテニスクラブ

L0008172 山口 良子 交野市テニス協会 猪俣 啓子/山口良子

2 L0002644 谷口 正子 T.R-3

83

L0007148 中島 孝子 ＯＪＭ 猪俣 啓子/山口良子

3 L0008183 住野 幸美 池田テニスクラブ

83

L0018686 吉井 佳子 teamよっし～☆ 中道 保枝/段 保枝

4 L0007561 中道 保枝 チームウエンズ

82

L0005127 段 幸代 徳秀苑庭球倶楽部 猪俣 啓子/山口良子

5 L0009123 森田 優子 サンランドロイヤルテニスクラブ

82

L0002606 大坪 雅子 徳秀苑庭球倶楽部 森田 優子/大坪 雅子

6 L0012244 日野原 暁美 ファミリーテニスクラブ

84

L0012166 片桐 悦子 川西ローンテニスクラブ 森田 優子/大坪 雅子

7 L0000561 田邊 麻子 ADC

84

L0011414 村本 千恵子 石川県テニス協会 三村 智子/田村 洋子

8 L0010697 三村 智子 ガーデングリーンテニスクラブ

84

WINNER

L0010956 田村 洋子 zero1 猪俣 啓子/山口良子

9 L0003164 冨田 紀子 ＡＤＣ

86

L0007549 中島 亮子 福井テニスクラブ 冨田 紀子/中島 亮子

10 L0011350 今西 量子 四の宮TC

83

L0018625 金子 恵美子 A.D.C. 中村 直子/高﨑 京子

11 L0010539 坪井 貴美子 鶴見緑地M.T.S

97

L0004408 中川 まみ Tension 中村 直子/高﨑 京子

12 L0000885 中村 直子 松田テニス塾

84

L0000738 髙﨑 京子 カクテル企画 中井 佳代子/江成 紀子

13 L0004432 飯田 照代 Ｙ’ｏｕｒｓ　Ｋｏｂｅ　０５

85

L0018951 佐藤 紀子 すずらんローンＴＣ 谷中 敬子/川瀬 啓子

14 L0007133 谷中 敬子 甲子園Ｔ．Ｃ

81

L0005807 川瀬 啓子 チームウエンズ 中井 佳代子/江成 紀子

15 L0000922 平田 貴子 TEAM MARS

82

L0009789 中原 倫子 黄檗台テニスクラブ 中井 佳代子/江成 紀子

16 L0003938 中井 佳代子 和歌山グリーンテニスクラブ

85

L0002877 江成 紀子 相模原グリーンテニスクラブ

   



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2017

女子ダブルス 65歳以上
登録No Name 1R QF SF F

1 L0000588 石川 純子 枚方フィーバー

L0000589 杉井 富美枝 枚方フィーバー 石川 純子 / 杉井 富美枝

2 bye

   

bye 石川 純子 / 杉井 富美枝

3 L0018550 櫻井 淑栄 三和T.S

83

L0004156 加藤 啓子 名古屋ローンテニス倶楽部 櫻井 淑栄/加藤　 啓子

4 L0000611 松井 文子 名古屋ローンテニスクラブ

86

L0010702 榊原 三枝子 神足テニスクラブ 石川 純子 / 杉井 富美枝

5 L0000767 北澤 優子 奈良国際テニスクラブ

83

L0000901 田口 裕子 ユニバー神戸 北澤 優子 / 田口 裕子

6 bye

   

bye 中村 和子/増田 啓子

7 L0007508 中村 和子 サントピアテニスクラブ

97

L0000720 増田 啓子 京都府テニス協会 中村 和子/増田 啓子

8 L0007966 西原 直美 ＩＴＣ京都西

86

WINNER

L0011962 稲田 ひろ子 ITC京都西 石川 純子 / 杉井 富美枝

9 L0000723 小川 けい子 GG＆BB

80

L0000673 樋口 節子 O.J.M 柏本 照子/水野 美子

10 L0006222 柏本 照子 ＢＩＷＡ　ＴＣ

85

L0000604 水野 美子 名古屋ローンテニスクラブ 土屋 章子 / 中村 規子

11 bye

83

bye 土屋 章子 / 中村 規子

12 L0000726 土屋 章子 ヴァルブランシュテニスクラブ

   

L0002652 中村 規子 宝塚ローンテニスクラブ 土屋 章子 / 中村 規子

13 L0012272 粟津 三代子 東水クラブ

WO

L0006499 藤岡 佐知子 石山T.C 粟津 三代子/藤岡 佐和子

14 清水 美佐子 ITC京都西

84

山本 千恵子 ITC京都西 日谷 裕子 / 渡辺 秀子

15 bye

80

bye 日谷 裕子 / 渡辺 秀子

16 L0002666 日谷 裕子 多田ハイグリーンT.C

   

L0000675 渡辺 秀子 万博TG

   



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2017

女子ダブルス 70歳以上
登録No Name 1R QF SF F

1 L0003750 井上 タミコ 万博T.G

L0003601 森田 玲子 ユニバー神戸テニスクラブ 井上 タミコ / 森田 玲子

2 bye

   

bye 井上 タミコ / 森田 玲子

3 L0000707 伊藤 寿美子 芦屋国際テニスクラブ

80

L0019034 神宮寺 恵子 テニスクラブＡＲＴ 伊藤 寿美子/神宮寺 恵子

4 L0003644 田中 俊子 城陽ローンT.C

84

L0011259 塩澤 芳子 奈良国際テニスクラブ 須藤 敬子 / 西河 春江

5 L0012035 垪和 友望 芦屋国際ローンテニスクラブ

86

L0008190 長尾 章子 トップステイ 垪和 友望 / 長尾 章子

6 bye

   

bye 須藤 敬子 / 西河 春江

7 bye

86

bye 須藤 敬子 / 西河 春江

8 L0010167 須藤 敬子 浜大津テニスクラブ

   

WINNER

L0009477 西河 春江 大津テニスクラブ 山下 英子 / 淺井 菊江

9 L0000632 井上 まゆみ 大津TC

84

L0018949 三宅 美智子 フレンドTC 井上 まゆみ/三宅 美智子

10 L0005460 真鍋 泰子 チーム真魚

83

L0019020 清水 慶子 長住テニスクラブ 山下 英子 / 淺井 菊江

11 bye

86

bye 山下 英子 / 淺井 菊江

12 L0000807 山下 英子 新日鉄住金八幡

   

L0018495 淺井 菊江 コパンTS 山下 英子 / 淺井 菊江

13 L0006787 村上 久美子 大正セントラルテニスクラブ目白

86

L0012417 小林 初子 名古屋ローン 秦 裕子/岡戸 京子

14 L0010930 秦 裕子 ﾛｲﾔﾙII

86

L0010929 岡戸 京子 MAT 板野 陽子 / 樋山 幸恵

15 bye

83

bye 板野 陽子 / 樋山 幸恵

16 L0004487 板野 陽子 ガーデングリーンテニスクラブ

   

L0004652 樋山 幸恵 万博テニスガーデン

   



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2017

女子ダブルス 75歳以上
登録No Name

1 L0005992 中野 照子 名古屋ローンテニス倶楽部

L0007516 森 ふみ子 宝塚TC

2 L0002664 原野 幸子 チーム・ウエンズ

L0011378 梅谷 秀子 芦屋国際ローンテニスクラブ

3 L0002654 中村 町子 大津テニスクラブ

L0009294 天野 周子 名古屋ローンテニスクラブ

   

- 8

中村 町子／天野 周子原野 幸子／梅谷 秀子

8-4 5

8

5-8 5 -

中野 照子／森 ふみ子

5-4-8

8

3 位

1 位

2 位


