
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2019

男子ダブルス 40歳以上
登録No Seed Name 1R SF F

1 G0018325 1 水本 圭治 (株)菅生

G0023040 澤田 崇志 羽曳野ローンテニスクラブ 水本 圭治 / 澤田 崇志

2 bye

   

bye 井山 浩二/戸江 達哉

3 G0018375 武田 賢悟 第一生命保険株式会社

84

G0022216 川本 泰弘 MS.鶴見緑地.M.T.S 井山 浩二/戸江 達哉

4 G0020669 井山 浩二 ルーセントテニスクラブ豊中

81

WINNER

G0020554 戸江 達哉 GR8 井上 修一 / 國友 将史

5 岡 洋志 京都府庁ローンTC

85

城戸 直哉 butterfly effect 岡 洋志 / 城戸 直哉

6 bye

   

bye 井上 修一 / 國友 将史

7 bye

97

bye 井上 修一 / 國友 将史

8 G0018348 2 井上 修一 大阪ガス

   

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2019

男子ダブルス 45歳以上
登録No Seed Name 1R SF F

1 G0016514 1 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 G0022803 三原 隆史 狭山テニスクラブ

81

G0018960 藤原 高之 アイ・テニスクラブ 石田 一哉/竹下 員広

4 G0015365 石田 一哉 ルーセントテニスクラブ奈良

wo

WINNER

G0016930 竹下 員広 ルーセントテニスクラブ奈良 右近 貴志 / 神田 寛之

5 G0022376 有浦 太郎 ＩＢＩＤＥＮ

82

G0023582 有田 健二 レッドビーシュリンプ 有浦 太郎/有田 健二

6 G0018957 奥野 誠 ヴァルブランシュＴＣ

82

G0022564 竹田 新吾 ヴァルブランシュ 有浦 太郎/有田 健二

7 G0022809 赤松 弘之 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ

98(2)

G0023272 村上 元彦 クアドリフォリオ 赤松 弘之/村上 元彦

8 G0021627 2 辻 一郎 テニスプラザ尼崎

85

G0021440 野村 隆二 ノアインドアステージ宝塚

   



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2019

男子ダブルス 50歳以上
登録No Seed Name 1R QF SF F

1 G0001472 1 中本 九邦 ダイハツ工業（株）

G0015951 金原 明範 土山’Ｓ 中本 九邦 / 金原 明範

2 bye
   

bye 中本 九邦 / 金原 明範

3 G0021655 大森 弥 MTF

85

G0018404 茨木 亮二 神足テニスクラブ 栗原 照仁/近藤 憲司

4 G0023403 栗原 照仁 TN-21テニスクラブ

81

近藤 憲司 MTF 中本 九邦 / 金原 明範

5 G0016171 3～4 高橋 雅夫 造幣局

86

G0023626 村岡 勝幸 日機装 高橋 雅夫 / 村岡 勝幸

6 bye
   

bye 高橋 雅夫 / 村岡 勝幸

7 bye
85

bye 岩佐 武則 / 牧野 謙

8 G0016468 岩佐 武則 TS奈良テニスクラブ
   

WINNER

G0009972 牧野 謙 グランプラス 中本 九邦 / 金原 明範

9 G0020324 内田 明宏 十三良亀
98(3)

G0020341 渡嘉敷 弘志 TT337 橘 賢治/浜口 比呂臣

10 G0013449 橘 賢治 コスパ三国ケ丘

86

浜口 比呂臣 富雄クラブ 篠原 政晴 / 村兼 隆寛

11 bye
83

bye 篠原 政晴 / 村兼 隆寛

12 G0015714 3～4 篠原 政晴 コスパ光明池TG

   

G0018805 村兼 隆寛 Hankees 山内 敏秀 / 梅川 和哉

13 G0013556 住田 成司 造幣局

83

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

14 G0019153 奥野 仁史 M'S CLUB

86

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

15 bye
83

bye 山内 敏秀 / 梅川 和哉

16 G0016738 2 山内 敏秀 羽曳野ローンテニスクラブ

   

G0013095 梅川 和哉 たつべ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2019

男子ダブルス 55歳以上
登録No Seed Name 1R 2R QF SF F

1 G0021639 1 松崎 久也 KUTC

G0014279 福田 豊実 三菱重工神戸 松崎 久也 / 福田 豊実

2 bye    
bye 松崎 久也 / 福田 豊実

3 G0023396 﨑本 芳弘 ロイヤル・ガーデン・テニスクラブ 98(0)
Yellin Robert ロイヤル・ガーデン・テニスクラブ 村田 良宏/植村 二郎

4 G0016504 村田 良宏 丸井T・C 84
G0016927 植村 二郎 テニスハウス 小林 伸輔 / 桜井 弘明

5 G0022967 寺田 哲也 ネオローン 98(10)
G0022966 伊藤 達哉 ネオローン 寺田 哲也 / 伊藤 達哉

6 bye    
bye 小林 伸輔 / 桜井 弘明

7 bye 81
bye 小林 伸輔 / 桜井 弘明

8 G0007702 5～8 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

9 G0003375 3～4 佐々木 拓 恵庭市役所 86
G0017248 大路 武 TEAM MARS 佐々木 拓 / 大路 武

10 bye    
bye 佐々木 拓 / 大路 武

11 bye 82
bye 小薮 恵一 / 倉辻 由浩

12 G0012549 小薮 恵一 クラレスポーツプラザ宝塚    
G0016906 倉辻 由浩 造幣局 山本 健司 / 山本 健二

13 G0000991 山盛 光 サンランドロイヤルテニスクラブ 82
G0023241 間野 裕一 三菱重工 山盛 光 / 間野 裕一

14 bye    
bye 山本 健司 / 山本 健二

15 bye 84
bye 山本 健司 / 山本 健二

16 G0018902 5～8 山本 健司 池田市テニス協会
   

WINNER
G0001141 山本 健二 大阪府庁 永冨 一之 / 中村 幸彦

17 G0001161 5～8 駒田 晋吾 Balle Blanche
84

G0022711 境 浩史 株式会社 島津製作所 駒田 晋吾 / 境 浩史

18 bye    
bye 駒田 晋吾 / 境 浩史

19 bye wo
bye 下田 茂冨 / 飛田 義和

20 G0022953 下田 茂冨 京都市テニス協会    
飛田 義和 大原グリーンテニスクラブ 永冨 一之 / 中村 幸彦

21 G0023357 中庄谷 修 ロイヤルガーデンTC 82
G0019653 福田 工 京都庭球友会 本間 義康/村田 淳

22 G0022610 本間 義康 守口市テニス協会 97
G0022608 村田 淳 パナソニック株式会社 永冨 一之 / 中村 幸彦

23 bye 80
bye 永冨 一之 / 中村 幸彦

24 G0016040 3～4 永冨 一之 榛原グリーンテニスクラブ    
G0018971 中村 幸彦 三萩野テニスクラブ 永冨 一之 / 中村 幸彦

25 G0016737 5～8 斎ヶ原 勝則 ファミリーテニスクラブ 86
G0020905 舩渡 雄一朗 日置クラブ 斎ヶ原 勝則 / 舩渡 雄一朗

26 bye    
bye 斎ヶ原 勝則 / 舩渡 雄一朗

27 bye 85
bye 大峰 勝次 / 多田 芳朗

28 G0020056 大峰 勝次 テニスハウス    
G0023084 多田 芳朗 京都市役所テニス部 御代 元 / 岩城 吉夫

29 G0022695 大越 暁 島津製作所 86
G0022694 祐安 克典 島津製作所 大越 暁/祐安 克典

30 G0018048 亀山 修司 東京グリーンテニスクラブ 98(5)
柴崎 章吾 東京グリーンテニスクラブ 御代 元 / 岩城 吉夫

31 bye 84
bye 御代 元 / 岩城 吉夫

32 G0005106 2 御代 元 明治神宮外苑テニスクラブ       

G0005993 岩城 吉夫 明石ファミリー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2019

男子ダブルス 60歳以上
登録No Seed Name 1R SF F

1 G0016555 1 中井 敏夫 静岡ウインビレッジテニスクラブ

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 G0005737 花谷 昌典 テニスサロンローランギャロス

82

G0021032 安部 賢 ローランギャロス 渡士 英治/ 金尾 博和

4 G0021340 渡士 英治 中百舌鳥テニスクラブ

WO

WINNER

G0009676 金尾 博和 ecole-f

5 G0020646 米田 克己 ノア・インドア京都西

G0013551 田中 靖久 テニスユニバース 南口 健一/海家 秀夫

6 G0001172 南口 健一 浜寺テニスクラブ

84

G0017199 海家 秀夫 守口テニスクラブ 安部 芳政/辻本 叔彦

7 G0007318 垣内 由紀緒 ｸﾗﾚ ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞた宝塚

84

G0021646 山田 洋司 人丸テニスクラブ 安部 芳政/辻本 叔彦

8 G0002023 2 安部 芳政 大阪産業大学

84

G0001180 辻本 叔彦 クラレスポーツプラザ宝塚

   

中井 敏夫 / 秋山 郁夫

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2019

男子ダブルス 65歳以上
登録No Seed Name 1R QF SF F

1 G0001394 1 持田 明広 法曹テニスクラブ

G0019201 竹内 康雄 MAC 持田 明広 / 竹内 康雄

2 bye
   

bye 持田 明広 / 竹内 康雄

3 G0022291 竹中 幸次 旭化成テニスクラブ

97

G0021542 浦谷 宏 クラレスポーツプラザ宝塚 松田 清隆 / 山本 弘一

4 G0021006 松田 清隆 万博テニスガーデン

82

G0008131 山本 弘一 万博テニスガーデン 持田 明広 / 竹内 康雄

5 G0015467 3～4 池村 辰夫 神戸ローンテニスクラブ

80

G0013511 神山 好弘 キリウテニスクラブ 池村 辰夫 / 神山 好弘

6 bye
   

bye 堀内 邦康 / 松田 勝則

7 bye
98(4)

bye 堀内 邦康 / 松田 勝則

8 G0019199 堀内 邦康 住友ゴム
   

WINNER

G0022693 松田 勝則 ブーメラン 福澤 健次 / 小堀 嘉朗

9 G0021394 北川 尚人 ダイハツ工業
85

G0022340 加藤 裕司 ＴＴＦ 北川 尚人 / 加藤 裕司

10 bye
   

bye 福澤 健次 / 小堀 嘉朗

11 bye
83

bye 福澤 健次 / 小堀 嘉朗

12 G0017585 3～4 福澤 健次 サンランドロイヤルＴＣ

   

G0014545 小堀 嘉朗 チームKワールド 福澤 健次 / 小堀 嘉朗

13 G0007940 橋本 庄司 ファミリーテニスクラブ

83

G0024043 森井 芳樹 ファミリーテニスクラブ 橋本 庄司 / 森井 芳樹

14 bye
   

bye 橋本 庄司 / 森井 芳樹

15 bye
WO

bye 稲場 浩三 / 塩田 和男

16 G0005452 2 稲場 浩三 アイ・テニスクラブ

   

G0012229 塩田 和男 アイ・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2019

男子ダブルス 70歳以上
登録No Seed Name 1R QF SF F

1 G0001517 1 阿部 欽亮 サンランドロイヤルTC

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

2 bye
   

bye 阿部 欽亮 / 柴田 信雄

3 G0001954 佐竹 秀一 草津ラケットクラブ

86

G0020391 林 正一 BIWA　TC 佐竹 秀一/林 正一

4 G0012284 大八木 幸三 ヴァルブランシュTC

WO

今河 修 ヴァルブランシュテニスクラブ 井上 隆志 / 小林 仁

5 G0017900 3～4 井上 隆志 サンランドロイヤルT.C

97

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

6 bye
   

bye 井上 隆志 / 小林 仁

7 bye
81

bye 向井 秀文 / 山本 啓幸

8 G0005231 向井 秀文 浜寺テニスクラブ
   

WINNER

G0018904 山本 啓幸 宝塚パブリックLTC 森下 龍三 / 宮地 昭人

9 G0001214 福田 正 ファミリーテニスクラブ
84

G0022968 中原 芳和 OJM 福田 正 / 中原 芳和

10 bye
   

bye 森下 龍三 / 宮地 昭人

11 bye
97

bye 森下 龍三 / 宮地 昭人

12 G0016950 3～4 森下 龍三 明治神宮外苑テニスクラブ

   

G0010497 宮地 昭人 芦屋シーサイドテニス 森下 龍三 / 宮地 昭人

13 G0014182 加山 仁 池田テニスクラブ

83

G0021746 田川 忠敬 サン城陽テニスクラブ 加山 仁/田川 忠敬

14 G0017666 山崎 泰男 OJM

86

G0016422 河野 満 川西市ローンテニスクラブ 竹内 美史 / 光武 誠

15 bye
86

bye 竹内 美史 / 光武 誠

16 G0002054 2 竹内 美史 南愛知テニスドーム

   

G0015667 光武 誠 高松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2019

男子ダブルス 75歳以上
登録No Seed Name 1R SF F

1 G0018685 1 高木 修 阪急仁川テニスクラブ

G0019980 波島 正幸 京都フレンドTC 高木 修 / 波島 正幸

2 bye

   

bye 高木 修 / 波島 正幸

3 G0023067 玉田 攻 BIWA TC

86

G0019202 宮上 逸郎 京都ローンテニスクラブ 寺川 浩史/中塚 勇

4 G0012257 寺川 浩史 野洲テニスクラブ

97

WINNER

中塚 勇 センチュリークラブ 高木 修 / 波島 正幸

5 G0012853 小幡 隆士 芦屋国際ローンテニスクラブ

82

G0007254 野々山 泰司 芦屋国際ローンテニスクラブ 前田 猛夫/平 明人

6 G0020014 前田 猛夫 津幡町テニス協会

83

G0020700 平 明人 石川県シニアテニス連盟 山口 幹夫/古土井 悠

7 G0007760 吉田 幹雄 阪神テニスショップ

81

G0001225 静 敬太郎 芦屋国際ローンテニスクラブ 山口 幹夫/古土井 悠

8 G0013910 2 山口 幹夫 池田テニスクラブ

84

G0013059 古土井 悠 西条ロイヤルテニスクラブ

   



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2019

男子ダブルス 80歳以上
登録No Seed Name 1R F

1 G0012000 1 松田 武弘 川西市ローンテニスクラブ

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

2 G0017296 里深 信行 ヴァルブランシュ　テニスクラブ

82

WINNER

G0017698 藤本 洋美 大阪市テニス協会（個人） 松田 武弘/矢野 良市

3 G0019074 高見 修 芦屋国際ローンテニスクラブ

81

G0010410 倉橋 正男 芦屋ローンテニス 高見 修/倉橋 正男

4 G0023454 山下 司 白橿テニスクラブ

97

G0023548 奥山 滋 羽曳野ローンテニスクラブ

   


