
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2018

男子シングルス 35歳以上
登録No Name 1R SF F

1 G0020991 大坪 勇人 J’s club 大坪 勇人
優勝 ： 163

2 G0023020 上村 英路 KATSU T.C

81

大坪 勇人
準優勝 ： 114

3 G0022818 安田 大介 ARROWS TS 安田 大介

82

WINNER
ベスト4 ： 80

4 G0023360 柳谷 彰人 bamboo

97

大坪 勇人
1R 6

5 G0017922 岸田 義孝 三菱伸銅三宝テニス部 尾市 満風

84

6 尾市 満風 bamboo

84

尾市 満風

7 G0022777 山田 秀樹 インドアテニス・アムズ 生良 真隆

98(4)

8 G0022269 生良 真隆 大阪ガス

80



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2018

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
優勝 ： 211

2 bye

   

右近 貴志
準優勝 ： 147

3 G0018334 古賀 大貴 サニーサイドアップＴ．Ｔ 古賀 大貴

83
ベスト4 ： 103

4 G0023374 金谷 太郎 彦根グリーン

84

右近 貴志
3R ： 72

5 G0019560 川上 基 サンランドロイヤルTC 川上 基

81
2R ： 49

6 bye

   

藤原 高之
1R ： 6

7 bye 藤原 高之

84

8 G0018960 藤原 高之 アイ・テニスクラブ

   

井上 修一

9 G0018348 井上 修一 大阪ガス 井上 修一

86

10 bye

   

井上 修一

11 bye 日笠 浩之

83

12 G0022888 日笠 浩之 サンランドロイヤルTC

   

井上 修一

13 G0020088 田澤 義博 甲風園テニスTS 田澤 義博

81

14 bye

   

中西 宏介

15 bye 中西 宏介

84

16 G0017720 中西 宏介 Hankees

   

17 G0018325 mizumoto 圭治 インターナショナルスポーツ mizumoto 圭治

18 bye

   

mizumoto 圭治

19 bye 上田 威

WO

20 G0018368 上田 威 三菱電機神戸

   

mizumoto 圭治

21 G0020427 山口 大助 ノア宝塚 武田 賢悟

83

22 G0018375 武田 賢悟 第一生命保険株式会社

86

仲間 裕記

23 bye 仲間 裕記

81

24 G0017333 仲間 裕記 備前市役所

   

山田 慎也

25 G0022369 釘田 悦男 サンランドロイヤルTC 釘田 悦男

ＷＯ

26 bye

   

築田 誠

27 bye 築田 誠

WO

28 G0020321 築田 誠 T.T.T.

   

山田 慎也

29 G0023378 河田 則彦 テニスラウンジ 河田 則彦

81

30 G0021864 堤 亮 Trantotte

98(4)

山田 慎也

31 bye 山田 慎也

86

32 G0021134 山田 慎也 チェリーTC

   

WINNER

井上 修一

85



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2018

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 優勝 ： 240

2 bye 山口 哲 準優勝 ： 168

3 山口 哲 京都市消防局 山口 哲 85 ベスト4 ： 117

4 G0018957 奥野 誠 ヴァルブランシュＴＣ 81 山口 哲 4R ： 81

5 河西 夏樹 武庫川国際ローン 河西 夏樹 83 3R ： 56

6 bye 河西 夏樹 2R ： 39

7 bye 藤川 久 84 1R ： 6

8 G0021651 藤川 久 TCC 山口 哲

9 G0016182 渡部 修 ひばりが丘新豊テニスクラブ 渡部 修 86

10 bye 岡野 肇

11 bye 岡野 肇 81

12 G0022808 岡野 肇 カクテル企画 三原 隆史

13 G0022803 三原 隆史 狭山テニスクラブ 三原 隆史 98(1)

14 bye 三原 隆史

15 bye 辻 一郎 80

16 G0021627 辻 一郎 テニスプラザ尼崎 山崎 信博

17 G0001472 中本 九邦 ダイハツ工業（株） 中本 九邦 83

18 bye 中本 九邦

19 bye 川村 信二 83

20 G0020588 川村 信二 アイ・テニスクラブ 中本 九邦

21 G0022812 黒川 誠 Sky 黒川 誠 82

22 bye 黒川 誠

23 bye 板倉 正人 97

24 G0020584 板倉 正人 ｻﾞﾊﾞｽSCデルタITS 山崎 信博

25 G0021440 野村 隆二 ノアインドアステージ宝塚 野村 隆二 98(2)

26 bye 野村 隆二

27 bye 宮崎 拓 85

28 G0021963 宮崎 拓 村田機械テニスクラブ 山崎 信博

29 井本 克路 くにじま 井本 克路 81

30 bye 山崎 信博

31 bye 山崎 信博 82 WINNER
32 G0019629 山崎 信博 KST ホアン カルロス

33 G0018532 津浦 隆之 フィナリスタ 津浦 隆之 83
34 bye 津浦 隆之

35 bye 今岡 憲俊 82

36 G0020074 今岡 憲俊 広野田園テニスクラブ 津浦 隆之

37 G0022200 田代 晃 Win Tennis 田代 晃 WO

38 bye 田ノ上 克明

39 bye 田ノ上 克明 84

40 G0018303 田ノ上 克明 Trantotte 山村 努

41 G0015951 金原 明範 土山’Ｓ 金原 明範 98(5)

42 bye 金原 明範

43 bye 小守 義人 84

44 G0016974 小守 義人 チームグランバー 山村 努

45 G0023334 北尾 直道 HOS TENNIS 田村 英登 86

46 田村 英登 ＩＣＯ 84 山村 努

47 bye 山村 努 97

48 G0012309 山村 努 アプローチテニス ホアン カルロス

49 G0018139 堀江 邦看 ETC 堀江 邦看 82

50 bye 堀江 邦看

51 bye 濱田 健太郎 84

52 濱田 健太郎 TCC 堀江 邦看

53 中嶋 亮一 サリュートインドアテニススクール 中嶋 亮一 86

54 bye 遠藤 武史

55 bye 遠藤 武史 81

56 G0012207 遠藤 武史 カクテル企画 ホアン カルロス

57 G0022040 田坂 政一 コスパ神崎川TC 田坂 政一 84

58 bye ホアン カルロス

59 bye ホアン カルロス 85

60 ホアン カルロス 武庫川国際ローン ホアン カルロス

61 奈須 和也 ノアつかしん 竹田 新吾 85

62 G0022564 竹田 新吾 ヴァルブランシュ 82 坂本 純一

63 bye 坂本 純一 85

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2018

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 優勝 ： 240

2 bye 西村 昌晃 準優勝 ： 168

3 G0023332 岡本 剛 ハードボールテニスクラブ 岡本 剛 84 ベスト4 ： 117

4 G0019214 CHEN DAVID 茨木ITC 80 西村 昌晃 4R ： 81

5 G0019986 坂本 明 グラムスリー 土屋 達郎 86 3R ： 56

6 G0005047 土屋 達郎 ユニバ－神戸テニス倶楽部 84 堤 英俊 2R ： 39

7 G0018703 小川 浩司 屋島テニスクラブ 堤 英俊 81 1R ： 6

8 G0017697 堤 英俊 トップラン 81 西村 昌晃

9 G0015714 篠原 政晴 コスパ光明池TG 奥野 仁史 85

10 G0019153 奥野 仁史 M'S CLUB 98(3) 折井 進

11 G0014688 折井 進 チェリーＴ．Ｃ 折井 進 97

12 G0022454 丸岡 正一 夢限 81 白川 知恭

13 G0015926 山本 聖 スエヒロテニスプラザ 山本 聖 86

14 G0007315 柏木 貴紀 岐阜グリーンテニスクラブ 85 白川 知恭

15 bye 白川 知恭 82

16 G0007234 白川 知恭 NJTC 家高 秀紀

17 G0005102 家高 秀紀 土山's 家高 秀紀 83

18 bye 家高 秀紀

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

20 G0023029 三浦 基 京都庭球友会 81 家高 秀紀

21 G0013449 橘 賢治 コスパ三国ケ丘 橘 賢治 85

22 G0019519 古家 丈尚 BLAX 85 橘 賢治

23 G0021809 染川 正文 TEAMえみーず 中島 正敏 83

24 G0020560 中島 正敏 豊田市テニス協会 WO 家高 秀紀

25 G0004061 土屋 光正 MRA・サザンクロスT.C 土屋 光正 98(6)

26 bye 土屋 光正

27 G0022179 小川 照彦 パブリックテニスイングランド 田中 周作 97

28 G0022168 田中 周作 大成建設 83 宗和 成司

29 G0018404 茨木 亮二 神足テニスクラブ 中川 宏彰 84

30 G0019912 中川 宏彰 水戸グリーンテニスクラブ 85 宗和 成司

31 bye 宗和 成司 83 WINNER
32 G0004879 宗和 成司 土山’S 岩佐 武則
33 G0009972 牧野 謙 グランプラス 牧野 謙 86
34 bye 牧野 謙

35 G0018615 中山 博之 アプローチテニス 中山 博之 83

36 G0021021 酒井 高保 サンランドロイヤルテニスグラブ 82 山内 敏秀

37 G0016738 山内 敏秀 羽曳野ローンテニスクラブ 山内 敏秀 98(5)

38 G0020182 平山 修二 大和田ＴＣ 81 山内 敏秀

39 bye 木下 宏之 84

40 G0021753 木下 宏之 パナソニック（株） 山内 敏秀

41 G0020591 今野 辰二郎 HONDA TC 今野 辰二郎 86

42 G0022432 鈴木 浩二 レインボーTS都島 WO 今野 辰二郎

43 G0023388 稲別 拓也 住友ゴム工業(株) 稲別 拓也 97

44 G0016209 森田 学 コスパ三国ヶ丘 98(4) 百々 猛志

45 G0020324 内田 明宏 十三良亀 洞山 鉄哉 85

46 G0017656 洞山 鉄哉 岐阜グリーンテニスクラブ 82 百々 猛志

47 bye 百々 猛志 83

48 G0016184 百々 猛志 住友電気工業 岩佐 武則

49 G0020930 市丸 勝之 ユニバー神戸テニス倶楽部 市丸 勝之 82

50 bye 市丸 勝之

51 G0019574 山口 卓也 サンランドロイヤルテニスクラブ 山口 卓也 86

52 G0021912 松田 茂 タック桃山 83 山本 健二

53 G0021357 壽 安廣 Del-One 池原 弘量 97

54 G0017046 池原 弘量 京都府庁 83 山本 健二

55 G0022961 小林 和樹 大阪市テニス協会（個人登録） 山本 健二 84

56 G0001141 山本 健二 大阪府庁 84 岩佐 武則

57 G0022415 岡本 伸吾 Bazooka 西村 尚彦 98(2)

58 G0014286 西村 尚彦 パブリックテニス小倉 83 西村 尚彦

59 G0022670 藤本 雄大 レッツテニスプラザ西浜 藤本 雄大 83

60 G0023403 栗原 照仁 TNテニスクラブ 98(4) 岩佐 武則

61 G0022728 橋本 龍一 テニスハウス 橋本 龍一 81

62 砂山 千明 Check'n 83 岩佐 武則

63 bye 岩佐 武則 84

64 G0016468 岩佐 武則 TS奈良テニスクラブ



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2018

男子シングルス 55歳以上
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 優勝 ： 240

2 bye 田中 英雄 準優勝 ： 168

3 G0012855 末吉 徹也 日本航空 末吉 徹也 81 ベスト4 ： 117

4 G0022395 山本 浩 クラレスポーツプラザ宝塚 82 田中 英雄 4R ： 81

5 G0017248 大路 武 阪急仁川TC 坂井 英修 81 3R ： 56

6 G0016918 坂井 英修 忠岡町テニス連盟 85 加藤 繁男 2R ： 39

7 G0017085 三橋 正典 コスパあやめ池 加藤 繁男 82 1R ： 6

8 G0022568 加藤 繁男 サンデーＴＣ 83 田中 英雄

9 G0014435 大毛 義浩 茨木ITC 大毛 義浩 83

10 G0022164 岩森 浩之 香里グリーンテニスクラブ 81 清水 渉

11 G0022325 中澤 清浩 ネオローン 清水 渉 85

12 G0022287 清水 渉 パブリックテニスイングランド 80 駒田 晋吾

13 G0001161 駒田 晋吾 Balle Blanche 駒田 晋吾 82

14 G0021190 真鍋 雅彦 チームせんと 81 駒田 晋吾

15 bye 丸本 雄彦 83

16 G0013078 丸本 雄彦 サンランドロイヤルテニスクラブ 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 83

18 bye 橋本 縉治

19 G0022201 松本 全弘 T2 BUDDY 田口 喜治 84

20 G0020375 田口 喜治 ＡＢ’Ｚ 80 橋本 縉治

21 G0022836 岩野 敏治 OJM 山田 隆 84

22 G0016356 山田 隆 京都市消防局 82 間野 裕一

23 G0023241 間野 裕一 三菱重工 間野 裕一 WO

24 G0000991 山盛 光 サンランドロイヤルテニスクラブ 80 河上 光次

25 G0019063 塩見 正昭 GSユアサ 塩見 正昭 82

26 G0023396 崎本 芳弘 ロイヤルガーデンテニスクラブ 85 塩見 正昭

27 G0015080 細田 弘司 千歳テニス協会 酒井 秀樹 98(3)

28 G0022043 酒井 秀樹 錬成会 83 河上 光次

29 G0022784 小谷 誠毅 ISTC 大越 暁 86

30 G0022695 大越 暁 島津製作所 81 河上 光次

31 bye 河上 光次 81 WINNER
32 G0015465 河上 光次 レインボーTS彩都 田中 英雄
33 G0014797 田中 克典 武田薬品工業 田中 克典 86
34 bye 足立 晶彦

35 G0023051 足立 晶彦 ジャパンエース 足立 晶彦 97

36 G0020265 伊藤 幸雄 セントラル都島TS 86 足立 晶彦

37 G0022616 吉村 武英 ダンロップテニススクール 吉村 武英 WO

38 飛田 義和 大原グリーンテニスクラブ 86 出口 勇人

39 G0018551 出口 勇人 ecole-f 出口 勇人 84

40 G0021639 松崎 久也 KUTC 86 足立 晶彦

41 G0022129 中川 栄一 プラネッツTC 中川 栄一 98(3)

42 G0017927 幸田 泰一 万博テニスガーデン 80 中川 栄一

43 G0019351 房本 禎之 Ａ・ＣＵＢＥテニスクラブ 古郡 善文 85

44 G0016347 古郡 善文 Ｒスポーツマンクラブ 82 中川 栄一

45 G0010582 増田 正一 アイ・テニスクラブ Richards Charles 84

46 G0010581 Richards Charles tlt-kids.com 82 Richards Charles

47 bye 加藤 哲夫 85

48 G0006943 加藤 哲夫 グランドスラム 舩渡 雄一朗

49 G0014279 福田 豊実 三菱重工神戸 福田 豊実 85

50 bye 福田 豊実

51 G0022945 石井 功 ファミリーテニスクラブ 下田 茂冨 50RET

52 G0022953 下田 茂冨 テニス 81 福田 豊実

53 G0020334 中村 幸介 チームYSA 西原 均 86

54 G0021934 西原 均 コ・ス・パ光明池 84 本持 善弘

55 G0012629 佐々木 和之 美原の森テニスガーデン 本持 善弘 81

56 G0015968 本持 善弘 彦根グリーンT・C 81 舩渡 雄一朗

57 G0016737 斎ヶ原 勝則 OJM 斎ヶ原 勝則 81

58 G0006852 奥野 光太郎 サンランドR.T.C 81 斎ヶ原 勝則

59 G0004349 市村 篤 阪急仁川テニスクラブ 市村 篤 81

60 G0019674 山﨑 智夫 瀬戸テニスクラブ 81 舩渡 雄一朗

61 G0015852 久保田 勉 ハロースポーツテニススクエア 中村 吉延 86

62 G0000886 中村 吉延 笠間ＴＣ 82 舩渡 雄一朗

63 bye 舩渡 雄一朗 84

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2018

男子シングルス 60歳以上
登録No Name 1R 2R QF SF F

1 G0001185 秋山 郁夫 ファミリーテニスクラブ 秋山 郁夫
優勝 ： 211

2 bye

   

秋山 郁夫
準優勝 ： 147

3 G0022797 中村 文郎 ダンロップテニススクール六甲アイランド 中島 章蔵

80
ベスト4 ： 103

4 G0000891 中島 章蔵 あさいちＴＣ

82

秋山 郁夫
3R ： 72

5 岡田 耕一 ヴァルブランシュテニスクラブ 岡田 耕一

84
2R ： 49

6 G0007924 長島 清文 パワービィー出雲TC

82

岡田 耕一
1R ： 6

7 G0019911 貝塚 昭男 サンライズTC 井藤 勝也

84

8 G0002564 井藤 勝也 Ｔ.Ｃ.コスパ八尾南

82

秋山 郁夫

9 G0001394 持田 明広 法曹テニスクラブ 持田 明広

83

10 bye

   

持田 明広

11 G0021148 川嶋 隆夫 ダイヤモンド・テニスクラブ学園前 安部 芳政

84

12 G0002023 安部 芳政 大阪産業大学

83

持田 明広

13 G0009615 北風 智勝 ecole-f 北風 智勝

97

14 G0018345 中島 秀和 ロイヤルガーデンテニスクラブ

83

北風 智勝

15 G0013551 田中 靖久 テニスユニバース 高橋 則行

83

16 G0018572 高橋 則行 三観テニスクラブ

85

中井 敏夫

17 G0017172 佐野 直 東山TC 佐野 直

18 G0022248 青木 茂夫 SANSHIRO

97

井上 新

19 G0008803 宮川 淳一 三菱重工 井上 新

84

20 G0019644 井上 新 瀬田グリーンテニスクラブ

83

山本 徹

21 G0022987 田中 英博 オリンピアスポーツクラブ 山本 徹

86

22 G0022160 山本 徹 グンゼ

86

山本 徹

23 G0006944 竹内 壽巳 roi 竹内 壽巳

82

24 G0017909 若林 利一 京都東山ＴＣ

98(2)

中井 敏夫

25 G0001172 南口 健一 浜寺テニスクラブ 南口 健一

84

26 G0019590 細辻 吉弘 京都東山T.C

80

南口 健一

27 G0021575 古田 佳史 TAG GROUP 米田 克己

85

28 G0020646 米田 克己 ノア・インドア京都西

81

中井 敏夫

29 G0022646 西村 寿好 ecole-f 西村 寿好

84

30 G0022939 山田 光雄 シーズラケットクラブ

81

中井 敏夫

31 bye 中井 敏夫

83

32 G0016555 中井 敏夫 ロイヤルガーデンテニスクラブ

   

WINNER

83



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2018

男子シングルス 65歳以上
登録No Name 1R 2R 3R QF SF F

1 G0004131 屋代 春幸 モリタテニス企画 屋代 春幸 優勝 ： 240
2 bye    屋代 春幸 準優勝 ： 168
3 G0022273 稲井 昭彦 グリーン・ナウ 市川 正美 81 ベスト4 ： 117
4 G0018036 市川 正美 岐阜ローンテニスクラブ 83 屋代 春幸 4R ： 81
5 G0021704 浦野 俊也 京都フレンドテニスクラブ 浦野 俊也 82 3R ： 56
6 bye    塩津 和朗 2R ： 39
7 bye 塩津 和朗 86 1R ： 6
8 G0009294 塩津 和朗 ワカヤマテニススクール    屋代 春幸

9 G0021394 北川 尚人 ダイハツ工業 北川 尚人 82

10 bye    北川 尚人

11 G0022157 岡本 和三 いなげフラワーテニスクラブ 岡本 和三 82

12 G0022436 井手野下 治男 NNTC 84 北川 尚人

13 G0021986 長畑 修 浜寺テニスクラブ 江宮 文夫 86

14 G0019433 江宮 文夫 舞鶴ローンテニスクラブ 85 中村 真治

15 bye 中村 真治 80

16 G0019572 中村 真治 ワカヤマテニススクール    屋代 春幸

17 G0020616 若林 庄司 三菱電機丸亀 若林 庄司 85

18 bye    若林 庄司

19 G0022271 北田 哲郎 住友電工 北田 哲郎 81

20 G0014190 岡村 隆 阪急仁川テニスクラブ 80 若林 庄司

21 G0022733 井上 武雄 茅野市テニス協会 阿部 哲夫 84

22 G0000935 阿部 哲夫 名古屋グリーンTC 81 阿部 哲夫

23 bye 若山 晴洋 82

24 G0001850 若山 晴洋 サンランドロイヤルテニスクラブ    若林 庄司

25 G0021542 浦谷 宏 クラレスポーツプラザ宝塚 浦谷 宏 81

26 bye    田村 光庸

27 G0021004 田村 光庸 中モズローンテニスクラブ 田村 光庸 98(3)

28 G0015610 岡﨑 雄二 神戸ローンテニスクラブ 81 松田 一雄

29 G0019528 三友 和雄 カトレヤテニスガーデン鴻巣 三友 和雄 wo

30 G0022653 関川 卓司 奈良国際テニスクラブ 81 松田 一雄
31 bye 松田 一雄 97 WINNER

32 G0020428 松田 一雄 旭化成ＴＣ    屋代 春幸

33 G0002054 竹内 美史 南愛知テニスドーム 竹内 美史 84

34 bye    竹内 美史

35 G0022586 川上 忠男 テニスプラザYAO 竹中 幸次 82

36 G0022291 竹中 幸次 旭化成テニスクラブ 81 竹内 美史

37 G0022338 荒木 謙至 甲子園テニスクラブ 伊藤 昇 84

38 G0011314 伊藤 昇 奈良国際テニスクラブ 85 松田 勝則

39 bye 松田 勝則 86

40 G0022693 松田 勝則 ブーメラン    竹内 美史

41 G0018798 上牧 勝彦 奈良国際LTC 上牧 勝彦 97

42 bye    白井 律男

43 G0019019 清水 弘治 芦屋シーサイドテニス 白井 律男 83

44 G0022236 白井 律男 西神天王山テニスクラブ 81 小堀 嘉朗

45 G0021182 島田 順次 パンプキン 島田 順次 83

46 G1234567 越智 好高 豊中ローンテニスクラブ 86 小堀 嘉朗

47 bye 小堀 嘉朗 82

48 G0014545 小堀 嘉朗 チームKワールド    松本 千秋

49 G0015667 光武 誠 高松ローンテニスクラブ 光武 誠 82

50 bye    光武 誠

51 G0020836 田川 学 長岡庭球道場 田川 学 80

52 G0020391 林 正一 BIWA　TC wo 光武 誠

53 G0008109 伊村 邦夫 京都フレンドテニスクラブ 伊村 邦夫 83

54 G0021147 内田 信孝 YELL TA 80 松居 正樹

55 bye 松居 正樹 98(4)

56 G0004108 松居 正樹 岐阜ローンテニスクラブ    松本 千秋

57 G0008121 山北 兼司 アンドリュース 山北 兼司 85

58 bye    山北 兼司

59 bye 小尾 富勇 83

60 小尾 富勇 茅野テニス協会    松本 千秋

61 G0020547 高橋 雅樹 MYTA 高橋 雅樹 85

62 G0005231 向井 秀文 浜寺テニスクラブ 82 松本 千秋

63 bye 松本 千秋 81

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2018

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

1 G0018084 新見 利幸 平城ニュータウンテニスクラブ 新見 利幸 優勝 ： 240

2 bye    新見 利幸 準優勝 ： 168

3 G0011965 堀内 研二 茨木サニータウンTC 谷 健司 81 ベスト4 ： 117

4 G0017587 谷 健司 ｸﾗﾚｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ宝塚 84 新見 利幸 4R ： 81

5 G0020540 竹内 秀夫 天王山倶楽部 竹内 秀夫 83 3R ： 56

6 bye    松岡 修 2R ： 39

7 bye 松岡 修 84 1R ： 6

8 G0016968 松岡 修 まほろばT-sch    新見 利幸

9 G0019623 常次 正和 芦屋シーサイドテニス 常次 正和 82

10 bye    常次 正和

11 bye 玉田 攻 82

12 G0023067 玉田 攻 BIWA TC    山口 博造

13 G0013784 森 省吾 チームS.E.N 森 省吾 81

14 bye    山口 博造

15 bye 山口 博造 85

16 G0020161 山口 博造 大和田テニスクラブ    森田 常樹

17 G0002019 森田 常樹 モリタテニス企画 森田 常樹 41Ret.

18 bye    森田 常樹

19 G0022875 溝上 繁男 BIWA-TC 溝上 繁男 80

20 G0016256 高橋 寿一 トータスランTC wo 森田 常樹

21 G0016422 河野 満 川西市ローンテニスクラブ 河野 満 81

22 bye    河野 満

23 bye 浅野 廣重 85

24 G0018009 浅野 廣重 名古屋ローンテニスクラブ    森田 常樹

25 G0015437 越智 徹 奈良国際テニスクラブ 越智 徹 86

26 bye    越智 徹

27 bye 重盛 等 97

28 G0016148 重盛 等 守口テニスクラブ    加山 仁

29 G0013895 佐藤 重勝 平安京テニスクラブ 佐藤 重勝 85

30 G0022790 小林 廣文 メガロススポーツクラブ 82 加山 仁

31 bye 加山 仁 82 WINNER

32 G0014182 加山 仁 池田テニスクラブ    森田 常樹

33 G0015759 辻 昌延 奈良国際テニスクラブ 辻 昌延 97

34 bye    辻 昌延

35 bye 越智 信夫 83

36 G0022066 越智 信夫 オムロン草津    辻 昌延

37 G0001453 別宮 敏朗 パブリックテニスイングランド 別宮 敏朗 wo

38 bye    別宮 敏朗

39 bye 佐藤 三郎 wo

40 G0013048 佐藤 三郎 とうかい    阿部 欽亮

41 G0019893 冨山 忠男 三菱電機神戸 冨山 忠男 85

42 bye    大八木 幸三

43 bye 大八木 幸三 81

44 G0012284 大八木 幸三 ヴァルブランシュTC    阿部 欽亮

45 G0006209 河野 松彦 名古屋LTC 河野 松彦 80

46 G0017877 吉岡 伸敏 甲子園テニスクラブ 84 阿部 欽亮

47 bye 阿部 欽亮 80

48 G0001517 阿部 欽亮 サンランドロイヤルTC    福田 正

49 G0012715 北尾 善明 イーストテニスクラブ 北尾 善明 85

50 bye    北尾 善明

51 bye 浦野 英一 81

52 G0017982 浦野 英一 A.A.A    北尾 善明

53 G0020604 山形 弘一 土曜クラブ 山形 弘一 86

54 bye    坂下 菊男

55 bye 坂下 菊男 98(2)

56 G0012901 坂下 菊男 奈良国際テニスクラブ    福田 正

57 G0001442 藤崎 廣次郎 さつき野テニスクラブ 藤崎 廣次郎 84

58 bye    森脇 元宏

59 bye 森脇 元宏 85

60 G0008945 森脇 元宏 茨木サニータウンTC    福田 正

61 G0022972 山田 幸二郎 芦屋シーサイドテニス 山田 幸二郎 86

62 G0020582 青木 秀夫 アメリカンテニス wo 福田 正

63 bye 福田 正 80

64 G0001214 福田 正 ファミリーテニスクラブ    



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2018
男子シングルス 75歳以上

登録No Name 1R 2R QF SF F

1 G0001486 松井 成男 庭仁貴知ＴＣ 松井 成男
優勝 ： 211

2 bye

   

松井 成男
準優勝 ： 147

3 G0017206 萩原 保一 奈良国際TC 片山 誠三

81
ベスト4 ： 103

4 G0013783 片山 誠三 こものTC

wo   

松井 成男
3R ： 72

5 G0019033 緒方 雄作 アメリカンテニスクラブ 今井 博三

83
2R ： 49

6 今井 博三 ジャパンエース

82

長澤 洋三
1R ： 6

7 G0004708 竹中 清之 サンランドロイヤルテニスクラブ 長澤 洋三

83

8 G0015535 長澤 洋三 宝塚パブリックローンTC

84

松井 成男

9 G0001437 西岡 龍雄 芦屋シーサイドテニスクラブ 西岡 龍雄

85

10 bye

   

西岡 龍雄

11 G0014163 大田 勝久 三郷LTC 大田 勝久

84

12 G0020741 梅山 明紀 利昌工業(株)

82

西岡 龍雄

13 G0011927 藤木 章二郎 東レ滋賀 寺川 浩史

84

14 G0012257 寺川 浩史 野洲テニスクラブ

82

恩智 宗和

15 G0015355 岡戸 昌紀 南愛知テニスドーム 恩智 宗和

85

16 G0005553 恩智 宗和 奈良国際テニスクラブ

82

17 G0013982 吉澤 文人 ロ－ランギャロ 吉澤 文人

18 bye

   

吉澤 文人

19 G0020476 池田 幸一 三郷LTC 池田 幸一

82

20 G0017296 里深 信行 ヴァルブランシュ　テニスクラブ

85

吉澤 文人

21 G0010242 碓井 勝久 藤尾TC 碓井 勝久

83

22 G0013952 橋本 實 奈良国際テニスクラブ

81

近藤 健

23 bye 近藤 健

80

24 G0013676 近藤 健 名古屋グリーンテニスクラブ

   

山口 幹夫

25 G0018940 池田 兼機 甲子園テニスクラブ 中桐 邦弘

86

26 G0016130 中桐 邦弘 王寺テニスクラブ

86

宮上 逸郎

27 G0019202 宮上 逸郎 京都ローンテニスクラブ 宮上 逸郎

98(1)

28 G0014834 中野 量弘 京都フレンドテニスクラブ

85

山口 幹夫

29 G0016959 佐藤 義智 神戸ローンテニス倶楽部 藤井 征夫

82

30 G0016509 藤井 征夫 神戸クラブ

85

山口 幹夫

31 bye 山口 幹夫

82

32 G0013910 山口 幹夫 池田テニスクラブ

   

WINNER

松井 成男
97(11)



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2018

男子シングルス 80歳以上
登録No Name 1R SF F

1 G0020373 松島 巖 名古屋ローンテニスクラブ 松島 巖
優勝 ： 163

2 G0016205 阿多 賢三 神戸ローンテニス倶楽部

81

松島 巖
準優勝 ： 114

3 G0019074 高見 修 アーバン六甲テニス倶楽部 小林 廉四郎

81

WINNER
ベスト4 ： 80

4 G0020655 小林 廉四郎 知多市体育協会

83

松島 巖
1R 6

5 G0020490 中村 長平 ロイヤルガーデンテニスクラブ 栗田 俊男

84

6 G0000955 栗田 俊男 名古屋ローンテニスクラブ

86

竹下 徳人

7 G0011920 戸幡 康之 京都フレンドテニスクラブ 竹下 徳人

82

8 G0009586 竹下 徳人 JAEA

83



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2018

女子シングルス 40歳以上
登録No Name 1R QF SF F

1 L0018506 義基 環 三重GTC 義基 環
優勝 ： 185

2 bye

   

義基 環
準優勝 ： 130

3 L0012250 秦 英恵 司TC 井上 裕紀子

83
ベスト4 ： 91

4 L0011418 井上 裕紀子 モリタテニス企画

84

義基 環
2R ： 63

5 L0012662 笹原 夕子 ヴァルブランシュテニスクラブ 笹原 夕子

84
1R ： 6

6 bye

   

笹原 夕子

7 bye 井尻 三佐代

80

WINNER

8 L0019043 井尻 三佐代 朝霞グリーンテニス

   

江馬 愛子

9 L0018353 風間 亜希子 KAZAMA.TA 風間 亜希子

85

10 L0018872 江原 千晶 アイ・テニスクラブ

83

風間 亜希子

11 bye 田畑 由紀

85

12 L0019050 田畑 由紀 日本航空

   

江馬 愛子

13 L0019072 林田 真弓 西の丘ローンテニスクラブ 林田 真弓

86

14 L0019418 袴田 明子 コヤマテニスプロジェクト

86

江馬 愛子

15 bye 江馬 愛子

82

16 L0012640 江馬 愛子 東山テニスクラブ

   



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2018

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
優勝 ： 211

2 bye

   

疋田 慶子
準優勝 ： 147

3 L0010209 赤松 京子 矢田山テニスクラブ 赤松 京子

82
ベスト4 ： 103

4 L0018685 鈴木 律子 吉田記念テニス研修センター

WO

疋田 慶子
3R ： 72

5 L0019342 大澤 香 モリタテニス企画 柿本 嘉代子

86
2R ： 49

6 L0012602 柿本 嘉代子 鶴見緑地MTS

83

磯奥 詞子
1R ： 6

7 bye 磯奥 詞子

82

8 L0010954 磯奥 詞子 Y'ours kobe 05

   

疋田 慶子

9 L0011957 三嶋 亜季 COSANA 三嶋 亜季

81

10 bye

   

三嶋 亜季

11 L0018563 田野 美紀 東京都TA 長西 葉子

83

12 長西 葉子 ヴァルブランシュTC

84

三嶋 亜季

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

85

14 L0011922 川北 敦子 アイ・テニスクラブ

82

大場 文子

15 bye 大場 文子

81

16 L0011764 大場 文子 柳風台テニスクラブ

   

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

18 bye

   

竹内 真由美

19 L0012232 雲財 恵理 インターナショナルスポーツ 熊谷 美穂

82

20 L0019163 熊谷 美穂 京都市テニス協会

83

貰田 圭子

21 L0010960 大石 由紀子 kgセントラルスポーツクラブ 遠藤 英子

86

22 L0018963 遠藤 英子 リバティクロス

84

貰田 圭子

23 bye 貰田 圭子

82

24 L0011995 貰田 圭子 テニスクラブコスパ光明池テニスガーデン

   

貰田 圭子

25 L0011780 岩本 淳子 ヴァルブランシュテニスクラブ 岩本 淳子

84

26 bye

   

水谷 陽子

27 L0012165 水谷 陽子 ヤバセテニスアカデミー 水谷 陽子

82

28 L0019493 北江 美奈 HOS  KOSAKA

82

橋 由美

29 L0019295 橋 由美 コスパ神崎川 橋 由美

84

30 L0011915 沢登 真紀子 諸の木テニスクラブ

WO

橋 由美

31 bye 佐藤 陽子

80

32 L0011825 佐藤 陽子 ファミリーテニスクラブ

   

WINNER

疋田 慶子
81



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2018

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
優勝 ： 211

2 bye

   

河辺 美枝
準優勝 ： 147

3 L0011090 宮田 洋子 カクテル企画 木村 理代

82
ベスト4 ： 103

4 L0012682 木村 理代 岡野テニス企画

84

河辺 美枝
3R ： 72

5 L0019216 神山 宏予 JUTA 神山 宏予

84
2R ： 49

6 bye

   

中村 有美子
1R ： 6

7 bye 中村 有美子

81

8 L0019355 中村 有美子 ヤバセテニスアカデミー

   

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 bye 日高 恵

80

12 L0010360 日高 恵 S.I.C-DA-DA T.S

   

四軒町 仁美

13 L0018946 大江 功子 京都東山テニスクラブ 大江 功子

84

14 bye

   

村木 真弓

15 bye 村木 真弓

WO

16 L0011631 村木 真弓 カクテル企画

   

17 L0007831 杉本 舞子 高田馬場シチズンプラザテニススクール 杉本 舞子

18 bye

   

蜂須賀 禎子

19 bye 蜂須賀 禎子

83

20 L0018952 蜂須賀 禎子 カクテル企画

   

佐々木 絵里

21 L0012098 和田 広栄 阪神テニスショップ 和田 広栄

86

22 bye

   

佐々木 絵里

23 bye 佐々木 絵里

80

24 L0004975 佐々木 絵里 目黒テニスクラブ

   

石田 京子

25 L0010311 佐々木 由紀子 司TC 佐々木 由紀子

97

26 bye

   

佐々木 由紀子

27 bye 藤井 智美

WO

28 L0012591 藤井 智美 大渡テニスアカデミー

   

石田 京子

29 L0011804 能勢 智子 アイテニスクラブ 戸松 和美

82

30 L0007855 戸松 和美 三和テニススクール

wo

石田 京子

31 bye 石田 京子

86

32 L0010489 石田 京子 京都市テニス協会

   

WINNER

河辺 美枝
84



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2018

女子シングルス 55歳以上
登録No Name 1R 2R QF SF F

1 L0012414 角 元子 芦屋国際ローンテニスクラブ 角 元子
優勝 ： 211

2 bye

   

角 元子
準優勝 ： 147

3 L0009279 堀 真由美 松枝塾 築地 深雪

81
ベスト4 ： 103

4 L0011681 築地 深雪 石山テニスクラブ

83

角 元子
3R ： 72

5 L0019285 竹内 文恵 大野町TC 竹内 文恵

82
2R ： 49

6 L0009455 小川 潮美 サンランドロイヤルテニスクラブ

81

徳田 聡美
1R ： 6

7 L0012304 名和 恭子 アスクグリーンTC 徳田 聡美

83

8 L0010197 徳田 聡美 宝塚パブリックローンTC

82

角 元子

9 L0012173 原田 佳江 TEAM　MARS 原田 佳江

81

10 bye

   

原田 佳江

11 L0012547 前田 裕子 Vassie 亀井 清香

83

12 L0018908 亀井 清香 阪急仁川テニスクラブ

98(4)

原田 佳江

13 L0010518 角井 千鶴子 チーム・ウェンズ 渋谷 英津子

83

14 L0009215 渋谷 英津子 アイテニスクラブ

83

加藤 明美

15 bye 加藤 明美

85

16 L0004511 加藤 明美 グランドスラム

   

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

18 L0012200 吉岡 ますみ Vassie

84

竹村 純恵

19 L0008952 森井 偉久子 三庭会 森井 偉久子

82

20 L0004646 市村 祐子 阪急仁川テニスクラブ

82

藤井 澄佳

21 L0006216 松原 絹子 TEAM MARS 松澤 登喜子

84

22 L0009454 松澤 登喜子 NPO忠岡町庭球連盟

80

藤井 澄佳

23 bye 藤井 澄佳

85

24 L0008861 藤井 澄佳 Ｆテニス

   

岩本 ゆかり

25 L0009822 遠藤 陽子 Y.T.A 遠藤 陽子

86

26 逸見 和江 ＴＡクレセント

82

遠藤 陽子

27 L0012211 古川 雅子 くにじまインドアアスポーツ 中田 亜矢子

82

28 L0018929 中田 亜矢子 神戸ローンテニスクラブ

wo

岩本 ゆかり

29 L0011503 飯塚 知子 姫路書写テニスコート 澤田 ますみ

85

30 L0012794 澤田 ますみ 大渡テニスアカデミー

80

岩本 ゆかり

31 bye 岩本 ゆかり

84

32 L0012453 岩本 ゆかり スターサップ

   

WINNER

角 元子

80



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2018

女子シングルス 60歳以上
登録No Name 1R 2R QF SF F

1 L0008059 山川 知枝 芦屋国際ローンテニスクラブ 山川 知枝
優勝 ： 211

2 bye

   

山川 知枝
準優勝 ： 147

3 L0010925 中村 千代 ル・クールTA 佐藤 伊津子

81
ベスト4 ： 103

4 L0008368 佐藤 伊津子 TEAM　MARS

84

山川 知枝
3R ： 72

5 L0008182 井上 典子 サンランドロイヤルＴＣ 井上 典子

85
2R ： 49

6 L0011393 久万 京子 サンヒル柏原

83

加藤 純子
1R ： 6

7 L0012589 丸山 きよみ アズテニス 加藤 純子

97

8 L0010966 加藤 純子 チェリーテニスクラブ

83

若松 美雪

9 L0010539 坪井 貴美子 鶴見緑地M.T.S 坪井 貴美子

WO

10 bye

   

坪井 貴美子

11 L0018670 上雲地 裕子 HOS花園スタジアム 兼頼 知子

80

12 L0012400 兼頼 知子 巧庭球塾.

82

若松 美雪

13 L0012072 尾家 千明 PROGRESS 上野 恭子

85

14 L0018637 上野 恭子 T.Volcano

82

若松 美雪

15 bye 若松 美雪

WO

16 L0006824 若松 美雪 大井町ファミリーテニスクラブ

   

若松 美雪

17 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

18 bye

   

高岡 久美子

19 L0010671 山本 絹代 天王山倶楽部 二神 陽子

83

20 L0019011 二神 陽子 TEAM MARS

86

高岡 久美子

21 L0004569 田中 恵美子 vassie 田中 恵美子

82

22 L0012438 冨岡 洋子 サン城陽テニスクラブ

81

西村 美早子

23 bye 西村 美早子

85

24 L0010661 西村 美早子 星和高原テニスクラブ

   

猪俣 啓子

25 L0000677 酒匂 千嘉子 MS.鶴見緑地MTS 酒匂 千嘉子

82

26 L0010418 黒木 邦子 クラレスポーツプラザ宝塚

80

酒匂 千嘉子

27 L0019241 原 元子 芦屋国際ローンテニスクラブ 原 元子

86

28 L0010077 池原 比登美 パブリックテニス宝ヶ池

83

猪俣 啓子

29 L0011244 土屋 純子 なかもずローンテニスクラブ 土屋 純子

85

30 L0012587 竹内 篤子 柳風台テニスクラブ

86

猪俣 啓子

31 bye 猪俣 啓子

82

32 L0012595 猪俣 啓子 サンランドロイヤルテニスクラブ

   

WINNER

84



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2018

女子シングルス 65歳以上
登録No Name 1R QF SF F

1 L0008901 中村 香苗 マイロード 中村 香苗
優勝 ： 185

2 bye

   

中村 香苗
準優勝 ： 130

3 L0011342 香川 知惠子 奈良国際テニスクラブ 住野 幸美

81
ベスト4 ： 91

4 L0008183 住野 幸美 池田テニスクラブ

wo

中村 香苗
2R ： 63

5 L0012504 村尾 厚子 さつき野テニスクラブ 加藤 啓子

84
1R ： 6

6 L0004156 加藤 啓子 名古屋ローンテニス倶楽部

wo

加藤 啓子

7 L0018878 川北 啓子 オリーブ 川北 啓子

84

WINNER

8 L0010950 川口 泰子 アメリカンテニス

97

中村 香苗

9 L0018652 榎本 妙子 わんむT.T 榎本 妙子

84

10 L0006157 岡野 光子 ハロースポーツ

81

柏本 照子

11 L0004068 寺坂 玲子 箕面市テニス協会 柏本 照子

83

12 L0006222 柏本 照子 ＢＩＷＡ　ＴＣ

82

中井 佳代子

13 L0009009 池村 光枝 神戸ローンテニスクラブ 中濱 愛子

85

14 L0018858 中濱 愛子 アズテニス

83

中井 佳代子

15 bye 中井 佳代子

83

16 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2018

女子シングルス 70歳以上
登録No Name 1R QF SF F

1 L0000128 大橋 和子 小平テニスクラブ 大橋 和子
優勝 ： 185

2 bye

   

大橋 和子
準優勝 ： 130

3 L0006787 村上 久美子 大正セントラルテニスクラブ目白 吉谷川 純子

83
ベスト4 ： 91

4 L0007451 吉谷川 純子 千歳テニス協会

72Ret.

淺井 菊江
2R ： 63

5 L0018495 淺井 菊江 コパンTS 淺井 菊江

97
1R ： 6

6 L0000849 渡邊 慶子 芦屋国際ローンテニスクラブ

80

淺井 菊江

7 L0008850 永井 早智子 チームウェンズ 織田 美代子

82

WINNER

8 L0007090 織田 美代子 名古屋ローンテニス倶楽部

82

角原 京子

9 L0000720 増田 啓子 TAクレセント城陽 増田 啓子

98(5)

10 L0000583 酒向 陽子 岐阜グリーンＴＣ

83

角原 京子

11 L0010930 秦 裕子 ﾛｲﾔﾙII 角原 京子

85

12 L0000880 角原 京子 岡大教職員T.T

81

角原 京子

13 L0006542 小田 啓子 イーストフィールド 小田 啓子

83

14 L0012296 四俵 孝子 森林ロングウッドテニスクラブ

81

板野 陽子

15 bye 板野 陽子

82

16 L0004487 板野 陽子 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2018

男子ダブルス 40歳以上
登録No Name 1R SF F

1 G0016514 右近 貴志 ＱｕｏｎＭｉｎｅｒａｌ

優勝 ： 163

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

準優勝 ： 114

2 bye

ベスト4 ： 80

bye 右近 貴志 / 神田 寛之

1R ： 6

3 G0018375 武田 賢悟 第一生命保険株式会社

85

G0022216 川本 泰弘 MS.鶴見緑地.M.T.S 井上 修一/井上 靖之

4 G0018348 井上 修一 大阪ガス

97

WINNER

G0023347 井上 靖之 ホリゾン 川端 幸治/森谷 智一

5 G0017645 川端 幸治 サニーサイドアップＴＴ

86

G0023405 森谷 智一 サニーサイドアップＴ.Ｔ 川端 幸治/森谷 智一

6 G0017720 中西 宏介 Hankees

98(5)

G0018556 中西 伸介 エルティーアイ（株） 川端 幸治/森谷 智一

7 G0022809 赤松 弘之 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ

85

G0023272 村上 元彦 クアドリフォリオ 赤松 弘之/村上 元彦

8 G0018368 上田 威 三菱電機神戸

WO

G0019575 木村 宣寿 J-J-JACKS



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2018

男子ダブルス 45歳以上
登録No Name 1R QF SF F

1 G0001137 福永 俊介 土山's
優勝 ： 185

G0020987 三嶋 康昭 COSANA 福永 俊介 / 三嶋 康昭
準優勝 ： 130

2 bye
ベスト4 ： 91

bye 福永 俊介 / 三嶋 康昭
2R ： 63

3 G0016974 小守 義人 チームグランバー

85
1R ： 6

G0023390 内村 孝之 サンフレンズ 小守 義人/内村 孝之

4 河西 夏樹 武庫川国際ローン

86

ホアン カルロス 武庫川国際ローン 田村 英登 / 木谷 陽輔

5 G0021440 野村 隆二 ノアインドアステージ宝塚

97

G0021627 辻 一郎 テニスプラザ尼崎 野村 隆二 / 辻 一郎

6 bye

bye 田村 英登 / 木谷 陽輔

7 bye

85

bye 田村 英登 / 木谷 陽輔

8 田村 英登 ＩＣＯ WINNER

木谷 陽輔 まほろばテニススクール 金原 明範 / 中本 九邦

9 G0021651 藤川 久 TCC

81

濱田 健太郎 TCC 藤川 久 / 濱田 健太郎

10 bye

bye 今出 広一 / 中川 敏之

11 bye

83

bye 今出 広一 / 中川 敏之

12 G0006932 今出 広一 テニスハウス

G0023238 中川 敏之 宇治市テニス協会 金原 明範 / 中本 九邦

13 G0022376 有浦 太郎 IBIDEN

85

G0022399 安達 芳崇 TEAM EARNEST KOBE 有浦 太郎 / 安達 芳崇

14 bye

bye 金原 明範 / 中本 九邦

15 bye

86

bye 金原 明範 / 中本 九邦

16 G0015951 金原 明範 土山’Ｓ

G0001472 中本 九邦 ダイハツ工業（株）



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2018

男子ダブルス 50歳以上
登録No Name 1R QF SF F

1 G0013095 梅川 和哉 コスパ光明池TG
優勝 ： 185

G0005993 岩城 吉夫 明石ファミリーＴＣ 梅川 和哉 / 岩城 吉夫
準優勝 ： 130

2 bye
ベスト4 ： 91

bye 梅川 和哉 / 岩城 吉夫
2R ： 63

3 大石 吉規 高岡ロイヤルTC

84
1R ： 6

G0019341 高井 誠俊 日本曹達 大石 吉規/高井 誠俊

4 G0020550 牧田 利昭 テニスポイント

WO

G0018109 横溝 義博 team MIZO 梅川 和哉 / 岩城 吉夫

5 G0009972 牧野 謙 グランプラス

84

G0001141 山本 健二 大阪府庁 牧野 謙/山本 健二

6 G0013449 橘 賢治 コスパ三国ケ丘

84

浜口 比呂臣 富雄クラブ 山内 敏秀/中山 博之

7 G0018805 村兼 隆寛 Hankees

84

G0020930 市丸 勝之 ユニバー神戸テニス倶楽部 山内 敏秀/中山 博之

8 G0016738 山内 敏秀 羽曳野ローンテニスクラブ

82

WINNER

G0018615 中山 博之 アプローチテニス 梅川 和哉 / 岩城 吉夫

9 G0015714 篠原 政晴 コスパ光明池TG

97

G0014446 村岡 勝幸 明石ファミリーTC 篠原 政晴/村岡 勝幸

10 G0021655 大森 弥 MTF

83

G0020445 下野 雅則 ルーセントテニスクラブ奈良 西村 昌晃/高橋 雅夫

11 G0020341 渡嘉敷 弘志 TT337

82

G0020324 内田 明宏 十三良亀 西村 昌晃/高橋 雅夫

12 G0001100 西村 昌晃 ヴァルブランシュTC

82

G0016171 高橋 雅夫 造幣局 岩佐 武則/宗和 成司

13 G0016468 岩佐 武則 TS奈良テニスクラブ

86

G0004879 宗和 成司 土山’S 岩佐 武則/宗和 成司

14 G0023239 松田 典明 JAC project

86

G0006722 坂根 慎治 JACproject 岩佐 武則/宗和 成司

15 bye

97

bye 御代 元 / 矢野 克彦

16 G0005106 御代 元 明治神宮外苑テニスクラブ

G0015948 矢野 克彦 横浜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2018

男子ダブルス 55歳以上
登録No Name 1R QF SF F

1 G0016040 永冨 一之 榛原グリーンテニスクラブ
優勝 ： 185

G0018971 中村 幸彦 三萩野テニスクラブ 永冨 一之 / 中村 幸彦
準優勝 ： 130

2 bye
ベスト4 ： 91

bye 足立 晶彦/末富 賢司
2R ： 63

3 G0023051 足立 晶彦 ジャパンエース

86
1R ： 6

末富 賢司 ホワイティ 足立 晶彦/末富 賢司

4 G0022953 下田 茂冨 テニス

84

飛田 義和 大原グリーンテニスクラブ 杉田 康司/長田 淳

5 G0001161 駒田 晋吾 Balle Blanche

82

G0022711 境 浩史 株式会社 島津製作所 駒田 晋吾 / 境 浩史

6 bye

bye 杉田 康司/長田 淳

7 G0000991 山盛 光 サンランドロイヤルテニスクラブ

85

G0022822 西村 亨 茨木サニータウンテニスクラブ 杉田 康司/長田 淳

8 G0012326 杉田 康司 OST

97

WINNER

G0020871 長田 淳 チェリーテニスクラブ 加藤 哲夫/桜井 弘明

9 G0021639 松崎 久也 KUTC

84

G0014279 福田 豊実 三菱重工神戸 松崎 久也/福田 豊実

10 G0022695 大越 暁 島津製作所

85

G0022694 祐安 克典 島津製作所 加藤 哲夫/桜井 弘明

11 G0019237 北島 滋宣 ファミリーテニスクラブ

82

G0004723 冨田 和義 OJM 加藤 哲夫/桜井 弘明

12 G0006943 加藤 哲夫 グランドスラム

85

G0016194 桜井 弘明 トップラン石守 加藤 哲夫/桜井 弘明

13 G0018077 辻田 修司 ドテコ

81

ブレン ブラッドショー ドテコ 辻田 修司/ブレン ブラッドショー

14 G0023084 多田 芳朗 京都市役所テニス部

86

G0020056 大峰 勝次 テニスハウス 辻田 修司/ブレン ブラッドショー

15 bye

85

bye 斎ヶ原 勝則 / 河上 光次

16 G0016737 斎ヶ原 勝則 OJM

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2018

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
優勝 ： 185

G0001185 秋山 郁夫 ファミリーテニスクラブ 中井 敏夫 / 秋山 郁夫
準優勝 ： 130

2 bye

   
ベスト4 ： 91

bye 中井 敏夫 / 秋山 郁夫
2R ： 63

3 G0021646 山田 洋司 人丸テニスクラブ

80
1R ： 6

G0021619 辻 浩 中モズローンテニスクラブ 山田 洋司/辻 浩

4 G0016927 植村 二郎 テニスハウス

WO

G0017909 若林 利一 京都東山ＴＣ 中井 敏夫 / 秋山 郁夫

5 G0021340 渡士 英治 中百舌鳥テニスクラブ

81

G0009676 金尾 博和 ecole-f 渡士 英治 / 金尾 博和

6 bye

   

bye 渡士 英治 / 金尾 博和

7 G0001172 南口 健一 浜寺テニスクラブ

82

G0017199 海家 秀夫 守口テニスクラブ 南口 健一/海家 秀夫

8 G0019981 高橋 健 永岡庭球道場

97

WINNER

G0001180 辻本 叔彦 クラレスポーツプラザ宝塚

9 G0022366 岡田 孝史 ごいち会

84

G0001179 豊山 悦弘 アイ・テニスクラブ 岡田 孝史/豊山 悦弘

10 G0020646 米田 克己 ノア・インドア京都西

83

G0013551 田中 靖久 テニスユニバース 岡田 孝史/豊山 悦弘

11 G0017585 福澤 健次 サンランドロイヤルＴＣ

86

中井 昌和 サンランドロイヤルTC 平賀 恒夫/安田 一

12 G0012206 平賀 恒男 池田テニスクラブ

83

G0022882 安田 一 ラケットクラブうずまさ 持田 明広 / 坪倉 利孝

13 G0020378 上田 裕之 テニスハウス

82

G0012357 神田 匡晴 高岡ロイヤルTC 細辻 吉弘/佐野 直

14 G0019590 細辻 吉弘 京都東山T.C

84

G0017172 佐野 直 東山TC 持田 明広 / 坪倉 利孝

15 bye

85

bye 持田 明広 / 坪倉 利孝

16 G0001394 持田 明広 法曹テニスクラブ

   

G0006513 坪倉 利孝 ユニバー神戸T.C
   

中井 敏夫 / 秋山 郁夫



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2018

男子ダブルス 65歳以上
登録No Name 1R QF SF F

1 G0016025 振角 俊一 長崎県庁ローンテニスクラブ
優勝 ： 185

G0001212 難波江 学 O.J.M 振角 俊一 / 難波江 学
準優勝 ： 130

2 bye

   
ベスト4 ： 91

bye 振角 俊一 / 難波江 学
2R ： 63

3 G0008109 伊村 邦夫 京都フレンドテニスクラブ

83
1R ： 6

G0021704 浦野 俊也 京都フレンドテニスクラブ 伊村 邦夫/浦野 俊也

4 G0020391 林 正一 BIWA　TC

WO

G0022693 松田 勝則 ブーメラン 振角 俊一 / 難波江 学

5 G0002054 竹内 美史 南愛知テニスドーム

84

G0015667 光武 誠 高松ローンテニスクラブ 向井 秀文/島田 茂樹

6 G0005231 向井 秀文 浜寺テニスクラブ

85

G0006763 島田 茂樹 三井化学テニスクラブ 柳田 孝二/山本 弘一

7 G0019360 茶木 孝雄 サンランドテニスクラブ

85

G0015467 池村 辰夫 神戸ローンテニスクラブ 柳田 孝二/山本 弘一

8 G0016979 柳田 孝二 ごいち会

83

WINNER

G0008131 山本 弘一 万博テニスガーデン 振角 俊一 / 難波江 学

9 G0021394 北川 尚人 ダイハツ工業

83

G0021542 浦谷 宏 クラレスポーツプラザ宝塚 北川 尚人/浦田 宏

10 G0019019 清水 弘治 芦屋シーサイドテニス

97

G0001189 山本 史雄 姫路ローンテニスクラブ 稲場 浩三/塩田 和男

11 G0017799 伊藤 健児 ヴァルブランシュテニスクラブ

81

今河 修 ヴァルブランシュテニスクラブ 稲場 浩三/塩田 和男

12 G0005452 稲場 浩三 アイ・テニスクラブ

81

G0012229 塩田 和男 アイ・テニスクラブ 稲場 浩三/塩田 和男

13 G0022291 竹中 幸次 旭化成テニスクラブ

97

G0020428 松田 一雄 旭化成ＴＣ 竹中 幸次/松田 一雄

14 G0022338 荒木 謙至 甲子園テニスクラブ

82

G0018798 上牧 勝彦 奈良国際LTC 小堀 嘉朗 / 橋本 庄司

15 bye

97

bye 小堀 嘉朗 / 橋本 庄司

16 G0014545 小堀 嘉朗 チームKワールド

   

G0007940 橋本 庄司 ファミリーテニスクラブ
   



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2018

男子ダブルス 70歳以上
登録No Name 1R QF SF F

1 G0001517 阿部 欽亮 サンランドロイヤルTC
優勝 ： 185

G0021551 柴田 信雄 カラバッシュテニスクラブ 阿部 欽亮 / 柴田 信雄
準優勝 ： 130

2 bye

   
ベスト4 ： 91

bye 森田 常樹/板垣 健治
2R ： 63

3 G0002019 森田 常樹 モリタテニス企画

85
1R ： 6

G0023371 板垣 健治 サスケ 森田 常樹/板垣 健治

4 G0001954 佐竹 秀一 草津ラケットクラブ

83

G0016148 重盛 等 守口テニスクラブ 加山 仁 / 田川 忠敬

5 G0014182 加山 仁 池田テニスクラブ

86

G0021746 田川 忠敬 サン城陽テニスクラブ 加山 仁 / 田川 忠敬

6 bye

   

bye 加山 仁 / 田川 忠敬

7 G0012284 大八木 幸三 ヴァルブランシュTC

81

G0022458 佐々木 省司 大津テニスクラブ 大八木 幸三/佐々木 省司

8 森田 生吉 京田辺テニスクラブ

81

WINNER

祝迫 光章 京田辺テニスクラブ

9 G0015566 岡谷 恒雄 芦屋シーサイドテニス

G0015456 広瀬 雅行 パインテニスクラブ 河野 満/山崎 泰男

10 G0016422 河野 満 川西市ローンテニスクラブ

85

G0017666 山崎 泰男 OJM 井上 隆志 / 小林 仁

11 bye

85

bye 井上 隆志 / 小林 仁

12 G0017900 井上 隆志 サンランドロイヤルT.C

   

G0001852 小林 仁 宝塚パブリックローンＴＣ 井上 隆志 / 小林 仁

13 G0020604 山形 弘一 土曜クラブ

84

G0020345 津森 克彦 オースチンテニスクラブ 山形 弘一/津森 克彦

14 G0022066 越智 信夫 オムロン草津

85

河野 滋雄 ジョイフル南郷 福田 正 / 新見 利幸

15 bye

82

bye 福田 正 / 新見 利幸

16 G0001214 福田 正 ファミリーテニスクラブ

   

G0018084 新見 利幸 平城ニュータウンテニスクラブ

   

井上 隆志 / 小林 仁

86



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2018

男子ダブルス 75歳以上
登録No Name 1R SF F

1 G0018685 高木 修 阪急仁川テニスクラブ
優勝 ： 163

G0019980 波島 正幸 京都フレンドTC 高木 修 / 波島 正幸
準優勝 ： 114

2 bye

   
ベスト4 ： 80

bye 高木 修 / 波島 正幸
1R ： 6

3 G0012257 寺川 浩史 野洲テニスクラブ

83

中塚 勇 センチュリークラブ 寺川 浩史/中塚 勇

4 G0019202 宮上 逸郎 京都ローンテニスクラブ

98(6)

WINNER

G0014834 中野 量弘 京都フレンドテニスクラブ 高木 修 / 波島 正幸

5 G0012000 松田 武弘 川西市ローンテニスクラブ

82

G0017191 矢野 良市 岩国ファミリーテニスクラブ 松田 武弘 / 矢野 良市

6 bye

   

bye 松田 武弘 / 矢野 良市

7 bye

84

bye 近藤 健 / 吉澤 文人

8 G0013676 近藤 健 名古屋グリーンテニスクラブ

   

G0013982 吉澤 文人 ロ－ランギャロ
   



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2018

女子ダブルス 45歳以上
登録No Name 1R SF F

1 L0010954 磯奥 詞子 Y'ours kobe 05
優勝 ： 163

L0011818 北野 由子 Y'ours kobe 05 磯奥 詞子 / 北野 由子
準優勝 ： 114

2 bye

   
ベスト4 ： 80

bye 磯奥 詞子 / 北野 由子
1R ： 6

3 米谷 眞知子 TCセブンスリー

84

L0011205 古市 祐子 T.JOH 米谷 眞知子/古市 祐子

4 L0018333 岩井 敦子 カラバッシュテニスクラブ

85

WINNER

L0011780 岩本 淳子 ヴァルブランシュテニスクラブ

5 L0019506 羽田 佳子 さつき野TC

L0018971 清水 路恵 宝田TCP 羽田 佳子 / 清水 路恵

6 bye

   

bye 西尾 優子 / 真貝 真弓

7 bye

84

bye 西尾 優子 / 真貝 真弓

8 L0010509 西尾 優子 モリタテニス企画

   

真貝 真弓 テニスガーデン高槻
   

西尾 優子 / 真貝 真弓
85



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2018

女子ダブルス 50歳以上
登録No Name 1R QF SF F

1 L0006389 河辺 美枝 巧庭球塾
優勝 ： 185

L0007069 小山 洋子 ヤバセテニスアカデミー(Y.T.A) 河辺 美枝 / 小山 洋子
準優勝 ： 130

2 bye

   
ベスト4 ： 91

bye 河辺 美枝 / 小山 洋子
2R ： 63

3 L0018588 岡島 春美 大原グリーンTC

85
1R ： 6

L0019190 浦田 浩子 ホワイティＴ.C 岡島 春美/浦田 浩子

4 L0011263 高田 貴代美 ジョイフル

81

L0019592 桐畑 紀子 大津テニスクラブ 河辺 美枝 / 小山 洋子

5 L0004454 明比 敬子 ガーデングリーンテニスクラブ

81

L0007052 高田 恵子 レインボーTS彩都 明比 敬子 / 高田 恵子

6 bye

   

bye 今村 ひとみ / 堀口 幸子

7 bye

WO

bye 今村 ひとみ / 堀口 幸子

8 L0012350 今村 ひとみ PINTO TC

   

WINNER

L0009569 堀口 幸子 シティスポーツ四日市

9 L0011090 宮田 洋子 カクテル企画

L0018952 蜂須賀 禎子 カクテル企画 藤村 純子/鈴木 紀子

10 L0011301 藤村 純子 ＩＴＣ京都西

84

L0012468 鈴木 紀子 江坂テニスセンター 上野 聡子 / 兼田 由賀里

11 bye

86

bye 上野 聡子 / 兼田 由賀里

12 L0010511 上野 聡子 モリタテニス企画

   

L0008076 兼田 由賀里 天王山倶楽部 上野 聡子 / 兼田 由賀里

13 L0011930 四軒町 仁美 万博テニスガーデン

86

L0010181 野々村 晴美 Not Second 四軒町 仁美/野々村 晴美

14 L0018852 露木 眞由美 TAクレセント城陽

84

L0018853 大山 莉捺 ITC京都西 伊藤 里恵 / 冨岡 波江

15 bye

83

bye 伊藤 里恵 / 冨岡 波江

16 L0010584 伊藤 里恵 トリプルF

   

L0011058 冨岡 波江 PINTOTC
   

河辺 美枝 / 小山 洋子

86



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2018

女子ダブルス 55歳以上
登録No Name 1R QF SF F

1 L0012414 角 元子 芦屋国際ローンテニスクラブ
優勝 ： 185

L0008495 橋場 治子 明治神宮外苑テニスクラブ 角 元子 / 橋場 治子
準優勝 ： 130

2 bye

   
ベスト4 ： 91

bye 角 元子 / 橋場 治子
2R ： 63

3 L0012453 岩本 ゆかり スターサップ

81
1R ： 6

L0019331 川口 知子 Vassie 岩本 ゆかり/川口 知子

4 L0001443 細川 奈美 京都東山テニスクラブ

83

L0006063 伊達 規子 徳秀苑庭球倶楽部 角 元子 / 橋場 治子

5 L0012357 増田 美雪 三和TS

84

L0003753 多田 皆子 zero1 増田 美雪 / 多田 皆子

6 bye

   

bye 松澤 登喜子/伊藤 志津

7 L0009454 松澤 登喜子 NPO忠岡町庭球連盟

98(4)

L0003653 伊藤 志津 モリタテニス企画 松澤 登喜子/伊藤 志津

8 L0009455 小川 潮美 サンランドロイヤルテニスクラブ

84

WINNER

L0010228 尾崎 順子 泉大津ロイヤルテニスクラブ

9 L0010989 垣内 清美 福井テニスクラブ

L0004560 窪田 奈留美 SPAC 垣内 清美/窪田 奈留美

10 L0012200 吉岡 ますみ Vassie

82

L0011172 田中 典子 サンランドロイヤルテニスクラブ 山田 由里子/安田 留里子

11 L0019148 山田 由里子 ホワイティＴ.C

WO

L0008379 安田 留里子 ITC京都西テニスクラブ 山田 由里子/安田 留里子

12 L0010206 北村 美佐緒 枚方フレンズ

83

L0010197 徳田 聡美 宝塚パブリックローンTC 花房 るり子 / 八木 洋子

13 L0011065 風呂本 理矢 Tension

80

L0003063 西村 りえ Tension 風呂本 理矢/西村 りえ

14 L0009822 遠藤 陽子 Y.T.A

84

L0006588 潮 小百合 スポーツビレッジ 花房 るり子 / 八木 洋子

15 bye

82

bye 花房 るり子 / 八木 洋子

16 L0000761 花房 るり子 ガーデングリーンテニスクラブ

   

L0008659 八木 洋子 ガーデングリーンテニスクラブ

   

角 元子 / 橋場 治子

98(1)



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2018

女子ダブルス 60歳以上
登録No Name 1R 2R QF SF F

1 L0004569 田中 恵美子 vassie 優勝 ： 211

L0000660 友口 明美 チームウェンズ 田中 恵美子 / 友口 明美 準優勝 ： 147

2 bye    ベスト4 ： 103

bye 田中 恵美子 / 友口 明美 3R ： 72

3 L0012438 冨岡 洋子 サン城陽テニスクラブ 82 2R ： 49

L0019356 石本 純子 サン城陽 北丸 曜子/辻井 笑子 1R ： 6

4 北丸 曜子 テニスハウス 86

辻井 笑子 テニスハウス 田中 恵美子 / 友口 明美

5 L0011350 今西 量子 四の宮TC 81

新井 幸子 四ノ宮TC 今西 量子 / 新井 幸子

6 bye    

bye 田村 祐子 / 石原 房子

7 bye 82

bye 田村 祐子 / 石原 房子

8 L0012621 田村 祐子 高松ローンテニスクラブ    

L0012274 石原 房子 テニスクラブART 田中 恵美子 / 友口 明美

9 L0010539 坪井 貴美子 鶴見緑地M.T.S 97

L0010830 南 弘子 A・CUBEテニスクラブ 坪井 貴美子 / 南 弘子

10 bye    

bye 坪井 貴美子 / 南 弘子

11 bye 84

bye 土屋 純子 / 伊藤 千郡

12 L0011244 土屋 純子 なかもずローンテニスクラブ    

L0019235 伊藤 千郡 TAクレセント城陽 坪井 貴美子 / 南 弘子

13 L0011080 河野 智恵美 O.J.M 81

L0010822 明神 賀子 甲子園テニスクラブ 河野 智恵美 / 明神 賀子

14 bye    

bye 森田 優子 / 段 幸代

15 bye 81

bye 森田 優子 / 段 幸代

16 L0009123 森田 優子 サンランドロイヤルテニスクラブ    WINNER

L0005127 段 幸代 徳秀苑庭球倶楽部

17 L0007173 井上 容子 パブリックテニス宝ヶ池 86

L0007573 石川 真理子 パブリックテニス宝ヶ池 井上 容子 / 石川 真理子

18 bye    

bye 井上 容子 / 石川 真理子

19 bye 97

bye 中原 倫子 / 中島 亮子

20 L0009789 中原 倫子 黄檗台テニスクラブ    

L0007549 中島 亮子 福井テニスクラブ 井上 容子 / 石川 真理子

21 L0008636 小林 明子 ユニバー神戸TC 84

L0001548 黒田 知津枝 ヒットインドアテニススクール 小林 明子/黒田 知津枝

22 L0000922 平田 貴子 TEAM MARS 85

L0010212 船井 いづみ 芦屋シーサイド 中村 直子 / 髙﨑 京子

23 bye 83

bye 中村 直子 / 髙﨑 京子

24 L0000885 中村 直子 松田テニス塾    

L0000738 髙﨑 京子 カクテル企画 井上 典子 / 若松 美雪

25 L0008182 井上 典子 サンランドロイヤルＴＣ 82

L0006824 若松 美雪 大井町ファミリーテニスクラブ 井上 典子 / 若松 美雪

26 bye    

bye 井上 典子 / 若松 美雪

27 bye 82

bye 阪田 千津子 / 小原 典子

28 L0010026 阪田 千津子 Vassie    

L0010027 小原 典子 Vassie 井上 典子 / 若松 美雪

29 L0018574 大畑 幸子 コパンT.Ｓ 83

L0018573 木田 道子 コパンT.Ｓ 西尾 弘子/大屋敷星子

30 L0010926 西尾 弘子 川西市ローンテニスクラブ 80

L0006606 大屋敷 星子 TR-3 中道 保枝 / 池上 政枝

31 bye 83

bye 中道 保枝 / 池上 政枝

32 L0007561 中道 保枝 チームウエンズ       

L0008180 池上 政枝 芦屋国際ローンテニスクラブ

田中 恵美子 / 友口 明美



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2018

女子ダブルス 65歳以上
登録No Name 1R QF SF F

1 L0003938 中井 佳代子 和歌山グリーンテニスクラブ
優勝 ： 185

L0002666 日谷 裕子 多田ハイグリーンT.C 中井 佳代子 / 日谷 裕子
準優勝 ： 130

2 bye

   
ベスト4 ： 91

bye 中井 佳代子 / 日谷 裕子
2R ： 63

3 L0018858 中濱 愛子 アズテニス

80
1R ： 6

L0012365 阿守 佳子 芦屋国際ローンテニスクラブ 中濱 愛子/阿守 佳子

4 L0004156 加藤 啓子 名古屋ローンテニス倶楽部

80

L0018550 櫻井 淑栄 三和T.S 中井 佳代子 / 日谷 裕子

5 L0000905 田村 見輪子 アズTC

85

L0000901 田口 裕子 ユニバー神戸 田村 見輪子 / 田口 裕子

6 bye

   

bye 柏本 照子 / 樋口 園子

7 bye

WO

bye 柏本 照子 / 樋口 園子

8 L0006222 柏本 照子 ＢＩＷＡ　ＴＣ

   

WINNER

L0005422 樋口 園子 奈良国際テニスクラブ

9 L0009009 池村 光枝 神戸ローンテニスクラブ

97

L0000673 樋口 節子 O.J.M 池村 光枝 / 樋口 節子

10 bye

   

bye 谷中 敬子 / 川瀬 啓子

11 bye

84

bye 谷中 敬子 / 川瀬 啓子

12 L0007133 谷中 敬子 甲子園Ｔ．Ｃ

   

L0005807 川瀬 啓子 チームウエンズ 石川 純子 / 杉井 富美枝

13 L0008183 住野 幸美 池田テニスクラブ

83

L0012166 片桐 悦子 川西ローンテニスクラブ 住野 幸美 / 片桐 悦子

14 bye

   

bye 石川 純子 / 杉井 富美枝

15 bye

80

bye 石川 純子 / 杉井 富美枝

16 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



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2018

女子ダブルス 70歳以上
登録No Name 1R QF SF F

1 L0000720 増田 啓子 TAクレセント城陽
優勝 ： 185

L0007966 西原 直美 ＩＴＣ京都西 増田 啓子 / 西原 直美
準優勝 ： 130

2 bye

   
ベスト4 ： 91

bye 増田 啓子 / 西原 直美
2R ： 63

3 L0011962 稲田 ひろ子 ITC京都西

85
1R ： 6

L0000907 渡辺 禎子 神足テニスクラブ 稲田 ひろ子/渡辺 禎子

4 L0006787 村上 久美子 大正セントラルテニスクラブ目白

83

L0012417 小林 初子 名古屋ローン 淺井 菊江 / 小川 けい子

5 L0018495 淺井 菊江 コパンTS

84

L0000723 小川 けい子 GG＆BB 淺井 菊江 / 小川 けい子

6 bye

   

bye 淺井 菊江 / 小川 けい子

7 bye

97

bye 垪和 友望 / 塩澤 芳子

8 L0012035 垪和 友望 芦屋国際ローンテニスクラブ

   

WINNER

L0011259 塩澤 芳子 奈良国際テニスクラブ

9 L0003644 田中 俊子 城陽ローンT.C

L0019311 飯田 貴子 甲子園テニスクラブ 田中 俊子/飯田 貴子

10 L0007451 吉谷川 純子 千歳テニス協会

86

L0005460 真鍋 泰子 チーム真魚 渡邊 慶子 / 石井 三代子

11 bye

82

bye 渡邊 慶子 / 石井 三代子

12 L0000849 渡邊 慶子 芦屋国際ローンテニスクラブ

   

L0008244 石井 三代子 西濃クラブ 中村 和子 / 松井 文子

13 L0000632 井上 まゆみ 大津TC

83

加藤 八千代 浜大津TC 秦 裕子/梅村 典子

14 L0010930 秦 裕子 ﾛｲﾔﾙII

83

L0019395 梅村 典子 MAT(南愛知テニスクラブ) 中村 和子 / 松井 文子

15 bye

85

bye 中村 和子 / 松井 文子

16 L0007508 中村 和子 サントピアテニスクラブ

   

L0000611 松井 文子 名古屋ローンテニスクラブ
   

淺井 菊江 / 小川 けい子

86



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2018

女子ダブルス 75歳以上
登録No Name 1R F

1 L0000707 伊藤 寿美子 芦屋国際ローンテニスクラブ
優勝 ： 130

L0011378 梅谷 秀子 芦屋国際ローンテニスクラブ 伊藤 寿美子/梅谷 秀子
準優勝 ： 91

2 L0002654 中村 町子 大津テニスクラブ

98(2)

WINNER
1R ： 6

飯塚 アイ子 コパンTS 伊藤 寿美子/梅谷 秀子

3 L0002664 原野 幸子 チーム・ウエンズ

97

L0007516 森 ふみ子 宝塚TC 原野 幸子/森 ふみ子

4 山田 律子 ベーシック

81

和田 絢子 ベーシック
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