
D：2017 第5回 四国オープンベテランテニス選手権大会

男子ダブルス 35歳以上
登録No Seed Name 1R SF F

1 G0020202 1 徳島県 阿部 純也 Ｃ.Ｐａｉｎ　Tennis　Ａｃａｄｅｍｙ

G0019415 徳島県 膳棚 康晴 O.P.Atennis 野邊地 隼人/戸江 達哉

2 G0021667 埼玉県 野邊地 隼人 西武テニス

62 62

G0020554 兵庫県 戸江 達哉 神戸ローンテニスクラブ 野邊地 隼人/戸江 達哉

3 G0021297 大阪府 柳澤 浩一 メットライフ生命保険株式会社

75 62

G0021018 大阪府 藤井 雅之 ＴＳ奈良ＴＣ 柳澤 浩一/藤井 雅之

4 G0021017 大阪府 柏 賢太郎 tennis egg

W.O

WINNER

G0018499 奈良県 御宮知 敬範 tennis egg 板東 賢寛/中島　伸吾

5 G0021569 大阪府 池田 裕志 テニスコミュニケーション萩之庄

W.O

G0020401 兵庫県 吉井 康裕 teamよっし～ 池田 裕志/吉井 康裕

6 愛媛県 大塚 亮 松山記念病院テニス部

64 64

愛媛県 濱田 陽介 JR四国 板東 賢寛/中島　伸吾

7 G0019575 兵庫県 木村 宣寿 J-J-JACKS

63 60

G0018368 兵庫県 上田 威 三菱電機神戸 板東 賢寛/中島　伸吾

8 G0020118 2 静岡県 板東 賢寛 ミナミテニスクラブ

W.O

G0019466 高知県 中島 伸吾 タカミ
   



D：2017 第5回 四国オープンベテランテニス選手権大会

男子ダブルス 45歳以上
登録No Seed Name 1R SF F

1 G0004852 1 徳島県 三代 直彦 Cｌａｓｓｙ

G0020987 兵庫県 三嶋 康昭 COSANA 三代 直彦/三嶋 康昭

2 G0020389 東京都 宮本 昭雄 あわっこくらぶ

63 64

G0017650 東京都 小林 文祐 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 三代 直彦/三嶋 康昭

3 G0018562 補 愛媛県 相本 英郎 うーさんず

60 60

G0010608 補 愛媛県 日野 利光 うーさんず 相本 英郎/日野利光

4 G0014421 北海道 八木沢 俊也 トヨタ自動車北海道

W.O

WINNER

G0020405 東京都 長沢 雄次 新座ローンテニスクラブ 三代 直彦/三嶋 康昭

5 G0021095 石川県 中井 弘之 ソニー生命

64 63

G0019589 愛媛県 新田 昌弘 土曜倶楽部 中井 弘之/新田 昌弘

6 G0020411 東京都 山下 一 桜田倶楽部

62 64

東京都 金田 浩一 新生銀行 中井 弘之/新田 昌弘

7 G0016005 神奈川県 川崎 泰孝 KMG.T.S

W.O

G0013095 大阪府 梅川 和哉 あわっこくらぶ 松堂 浩士/水野 幸治

8 G0014659 2 東京都 松堂 浩士 台東区テニス協会

W.O

補欠

G0003014 東京都 水野 幸治 常盤松テニス倶楽部

①奥野仁史/市丸勝之（M'S CLUB/S-SHOT）出場辞退
②相本英郎/日野利光（うーさんず/うーさんず）繰り上がり
③頼永学和/十河基介（大洲ローンテニスクラブ/愛媛大学教職員テニスクラブ）

欠場
３　古永浩祥/井内宏(小平テニス倶楽部/グリーンアカデミーテニスクラブ)



D：2017 第5回 四国オープンベテランテニス選手権大会

男子ダブルス 50歳以上
登録No Seed Name 1R SF F

1 G0018805 1 大阪府 村兼 隆寛 Hankees

G0014905 神奈川県 水主 直人 あわっこくらぶ 村兼 隆寛/水主 直人

2 G0015714 大阪府 篠原 政晴 コスパ光明池TG

63 16 10-7

G0015948 東京都 矢野 克彦 横浜ガーデンテニスクラブ 村兼 隆寛/水主 直人

3 G0020550 大阪府 牧田 利昭 テニスポイント

W.O

G0018109 兵庫県 横溝 義博 カクテル企画 山本 健司/山本 健二

4 G0018902 大阪府 山本 健司 池田市テニス協会

63 63

WINNER

G0001141 大阪府 山本 健二 大阪府庁 小林 伸輔/桜井 弘明

5 G0016542 兵庫県 熊澤 方宏 Eldo.ra.do

36 62 10-8

G0017697 兵庫県 堤 英俊 トップラン 深沢 謙也/高山　茂

6 G0015373 千葉県 深沢 謙也 ウエストグリーン

64 61

G0017345 千葉県 高山 茂 志津テニスクラブ 小林 伸輔/桜井 弘明

7 G0001115 補 兵庫県 平井豊 Ｙ’ｏｕｒｓ　Ｋｏｂｅ　０５

W.O

G0006055 埼玉県 細井聡 AQUABELLE 小林 伸輔/桜井 弘明

8 G0007702 2 京都府 小林 伸輔 アイ・テニスクラブ

6164

補欠

G0016194 兵庫県 桜井 弘明 トップラン石守
   

①平井豊/細井聡（Ｙ’ｏｕｒｓ　Ｋｏｂｅ　０５/AQUABELLE）繰り上
がり

欠場
7 御代　元（明治神宮外苑テニスクラブ）
   石井孝次郎（博報堂）



D：2017 第5回 四国オープンベテランテニス選手権大会

男子ダブルス 55歳以上
登録No Seed Name 1R SF F

1 G0018145 1 山口県 十楽 浩之 いのうえテニスガーデン

G0021645 山口県 林 洋明 協和発酵バイオ 十楽 浩之/林　洋明

2 G0005737 徳島県 花谷 昌典 テニスサロンローランギャロス

63 61

G0021032 徳島県 安部 賢 テニスサロンローランギャロス 十楽 浩之/林　洋明

3 G0014279 兵庫県 福田 豊実 三菱重工神戸

75 46 12-10

G0021639 兵庫県 松崎 久也 KUTC 福田 豊実/松崎 久也

4 G0018817 広島県 山崎 実 チーム・Ｔ.K

60 63

WINNER

G0018818 広島県 川井 信太郎 チームT.K 村田 良宏/斎ケ原 勝則

5 G0016504 京都府 村田 良宏 丸井T・C

63 67(6) 10-5

G0016737 大阪府 斎ヶ原 勝則 OJM 村田 良宏/斎ケ原 勝則

6 G0009225 神奈川県 笠間 信一郎 湘南テニスクラブ

46 75 10-6

G0000197 神奈川県 鈴木 安隆 湘南テニスクラブ 村田 良宏/斎ケ原 勝則

7 G0006582 広島県 中川 勝範 金曜塾

67(4) 62 10-5

G0013935 広島県 高本 明 TeamADVANCE 中川 勝範/高本 明

8 G0016372 2 東京都 藤原 道雄 光が丘テニスクラブ

W.O

G0012137 神奈川県 村田 泰造 チーム水沢有馬
   



D：2017 第5回 四国オープンベテランテニス選手権大会

男子ダブルス 60歳以上
登録No Seed Name 1R QF SF F

1 G0004131 1 兵庫県 屋代 春幸 モリタテニス企画

G0001185 兵庫県 秋山 郁夫 ファミリーテニスクラブ 屋代 春幸・秋山 郁夫

2 G0017909 京都府 若林 利一 京都東山ＴＣ

61 63

G0016895 大阪府 小山 節司 南青山高原テニスクラブ 屋代 春幸・秋山 郁夫

3 G0009581 東京都 関 敏秀 金町テニスガーデン

63 63

G0014785 東京都 漆畑 諭樹 新座ローンTC 関 敏秀/漆畑 諭樹

4 G0021340 大阪府 渡士 英治 中百舌鳥テニスクラブ

63 46 10-7

G0016979 大阪府 柳田 孝二 ごいち会 屋代 春幸・秋山 郁夫

5 G0012286 4 兵庫県 佐藤 静也 ウインザーラケットショップ

64 62

G0004725 兵庫県 中嶋 勤成 履正社学園専門学校 佐藤 静也/中嶋 勤成

6 G0009695 千葉県 中村 祐一 船橋さくらテニスクラブ

61 63

G0012059 神奈川県 横井 誠 明治神宮外苑テニスクラブ 佐藤 静也/中嶋 勤成

7 G0001116 兵庫県 加古 潤三郎 広野田園テニスクラブ

61 64

G0004816 千葉県 関本 和秀 Ｃ－ＦＥＴＺ 加古 潤三郎/関本 和秀

8 G0001172 大阪府 南口 健一 浜寺テニスクラブ

76(5) 64 

WINNER

G0018399 神奈川県 池田 俊博 京王テニスクラブ 屋代 春幸・秋山 郁夫

9 G0006513 兵庫県 坪倉 利孝 ユニバー神戸T.C

76(4) 63

G0016927 京都府 植村 二郎 テニスハウス 坪倉 利孝/植村 二郎

10 G0001717 福岡県 高瀬 博明 スプラージ

64 60

G0001494 広島県 上本 徳治 上本テニススクール 山本 俊二/大島 俊計

11 G0015171 大分県 三ヶ尻 英治 別府ローンテニスクラブ

63 63

G0020942 大分県 矢野 亨 別府ローンテニスクラブ 山本 俊二/大島 俊計

12 G0019308 3 神奈川県 山本 俊二 横浜ガーデンテニスクラブ

64 26 11-9

G0004672 兵庫県 大島 俊計 Ａ．Ａ．Ａ 中井 敏夫/中山 晴彦

13 G0009676 兵庫県 金尾 博和 ecole-f

W.O

G0001394 大阪府 持田 明広 法曹テニスクラブ 金尾 博和/持田 明広

14 G0014921 福岡県 原田 治親 筑紫野市テニス協会

62 62

G0009185 神奈川県 高橋 裕昭 オレンジヒルテニスクラブ 中井 敏夫/中山 晴彦

15 G0001171 兵庫県 木下 嘉夫 ヨネックス

62 63

G0021133 兵庫県 寺西 章好 神戸大学教職員テニス部 中井 敏夫/中山 晴彦

16 G0016555 2 京都府 中井 敏夫 パブリックテニス宝ヶ池

63 16 10-7

補欠

G0006173 千葉県 中山 晴彦 アルドールテニスステージ

   

①山田啓司/濱田義則（大竹市テニス協会/中国電力）



D：2017 第5回 四国オープンベテランテニス選手権大会

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

1 G0018084 1 奈良県 新見 利幸 奈良国際テニスクラブ

G0001852 兵庫県 小林 仁 宝塚ＰＬＴＣ 新見 利幸 / 小林 仁

2

   

新見 利幸 / 小林 仁

3 G0015467 兵庫県 池村 辰夫 神戸ローンテニスクラブ

67(2) 63 10-7

G0012383 東京都 矢野 マサヒロ 小平テニスクラブ 池村 辰夫/矢野 マサヒロ

4 G0000159 埼玉県 新美 進 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞTC

75 62

G0014970 埼玉県 中村 行男 日機装 塩田 和男/難波江 学

5 G0012229 4 大阪府 塩田 和男 アイ・テニスクラブ

60 63

G0001212 兵庫県 難波江 学 O.J.M 塩田 和男/難波江 学

6 G0019082 愛知県 園山 尋三 パシフィック

46 64 10-5

G0015757 静岡県 樋口 好央 ウインビレッジTC 塩田 和男/難波江 学

7 G0007827 千葉県 松本 正一 ウエストグリーンテニスクラブ

62 36 10-8

G0020448 千葉県 竹沢 康政 ウエストグリーンテニスクラブ 松本 正一/竹沢 康政

8 G0002934 神奈川県 芳賀 修 瀬谷グリーンテニスクラブ

62 60

WINNER

G0020502 神奈川県 高橋 隆 厚木国際テニスクラブ 塩田 和男/難波江 学

9 G0009916 大分県 入倉 博 テニスカレッジラフ

63 36 11-9

G0015450 香川県 入倉 啓二 高松ローンテニスクラブ 大倉 成光/小堀 嘉朗

10 G0018344 大阪府 大倉 成光 FD66Q71Fｓ8１Ｗ

W.O

G0014545 兵庫県 小堀 嘉朗 チームKワールド 茂木 弘/園田 哲夫

11 G0013585 広島県 橋本 富夫 TOPテニスクラブ

64 75

G0019528 埼玉県 三友 和雄 カトレヤテニスガーデン鴻巣 茂木 弘/園田 哲夫

12 G0017291 3 群馬県 茂木 弘 リベロ

60 61

G0017202 埼玉県 園田 哲夫 アドバンテージ 茂木 弘/園田 哲夫

13 G0007940 兵庫県 橋本 庄司 ファミリーテニスクラブ

61 60

G0019592 大阪府 高橋 直和 ジャパンエース 橋本 庄司/高橋 直和

14 G0014190 兵庫県 岡村 隆 阪急仁川テニスクラブ

63 61

G0021755 大阪府 吉川 俊 木村化工機 橋本 庄司/高橋 直和

15

46 76(6) 10-5

浅井 有一郎 / 上原 久雄

16 G0018665 2 東京都 浅井 有一郎 京王テニスクラブ

   

G0004210 東京都 上原 久雄 高松LTC

   

bye

bye



D：2017 第5回 四国オープンベテランテニス選手権大会

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

1 G0020672 1 千葉県 小野 隆夫 千葉田園テニスクラブ

G0017625 千葉県 山田 稔 SKYTON 小野 隆夫 / 山田 稔

2

   

渡辺 邦昭/古土井 悠

3 G0018708 高知県 新田 和男 高知スマイリングTC

75 26 15-13

高知県 近森 憲一 高知ローン 渡辺 邦昭/古土井 悠

4 G0017683 広島県 渡辺 邦昭 TOPテニスクラブ

64 61

G0013059 広島県 古土井 悠 西条ロイヤルテニスクラブ 渡瀬 明男/奥村 迪雄

5 G0001760 3 鹿児島県 渡瀬 明男 鹿児島ローンTC

64 75

G0001070 兵庫県 奥村 迪雄 宝塚パブリックローンTC 渡瀬 明男/奥村 迪雄

6

   

渡瀬 明男/奥村 迪雄

7

75 75

山下 昭男/長井 信

8 G0018124 神奈川県 山下 昭男 三菱化工機

   

WINNER

G0016156 東京都 長井 信 東宝調布テニスクラブ 伊藤 裕/石元 光典

9 G0006212 徳島県 後藤田 邦裕 徳島ローンテニスクラブ

46 61 10-3

G0001428 兵庫県 上岡 君義 T.AS.ONE 伊藤 裕/石元 光典

10 G0019055 千葉県 伊藤 裕 若草テニスクラブ

63 61

G0001516 高知県 石元 光典 高知スマイリングTC 伊藤 裕/石元 光典

11

75 62

福永 修/広瀬 雅行

12 G0009512 4 兵庫県 福永 修 ecole-f

   

G0015456 兵庫県 広瀬 雅行 パインテニスクラブ 伊藤 裕/石元 光典

13 G0018944 神奈川県 井上 雅幾 とつかテニスクラブ

63 75

G0016188 千葉県 本田 嘉郎 ルネサンス鷹之台テニスクラブ 井上 雅幾/本田 嘉郎

14 G0022066 滋賀県 越智 信夫 オムロン草津

62 62

G0018074 京都府 佐々木 義治 西の丘ローンテニスクラブ 阿部 欽亮/寺田 民雄

15

63 62

阿部 欽亮/寺田 民雄

16 G0001517 2 兵庫県 阿部 欽亮 サンランドロイヤルTC

   

G0001506 兵庫県 寺田 民雄 アーバン六甲テニスクラブ

   

bye

bye

bye

bye

bye



D：2017 第5回 四国オープンベテランテニス選手権大会

男子ダブルス 75歳以上
登録No Seed Name 1R SF F

1 G0007549 1 東京都 小松 信 成城スクエアTC

G0000089 神奈川県 田中 正剛 成城スクエアTC 小松 信 / 田中 正剛

2

   

堀 吉弘/矢野 良市

3 G0017296 京都府 里深 信行 ヴァルブランシュ　テニスクラブ

67(4) 62 10-5

G0012257 滋賀県 寺川 浩史 野洲テニスクラブ 堀 吉弘/矢野 良市

4 G0013687 岡山県 堀 吉弘 倉敷ローンテニスクラブ

62 61

WINNER

G0017191 山口県 矢野 良市 岩国ファミリーテニスクラブ 西 淳二 / 吉村 正

5 G0013982 香川県 吉澤 文人 ロ－ランギャロ

63 60

G0013676 愛知県 近藤 健 名古屋グリーンテニスクラブ 漆川 芳國/神谷 義紀

6 G0009461 茨城県 漆川 芳國 産総研

64 76(8)

G0007280 千葉県 神谷 義紀 江戸川台T・C 西 淳二 / 吉村 正

7

64 75

西 淳二 / 吉村 正

8 G0012818 2 東京都 西 淳二 成城スクエアテニスクラブ

   

G0000077 東京都 吉村 正 日本大学テニス部桜門会
   

bye

bye


