
C：第67回 四国テニス選手権大会

男子ダブルス 45歳以上
登録No Seed Name 1R SF F

1 G0014421 1 北海道 八木沢 俊也 トヨタ自動車北海道

G0020193 東京都 吉見 信孝 京王テニスクラブ 八木沢 俊也 / 吉見 信孝

2 bye

   

bye 塚岡 武/頼永 学和

3 G0017520 愛媛県 塚岡 武 愛媛県庁ＴＣ

61 60

G0018128 愛媛県 頼永 学和 大洲ローンテニスクラブ 塚岡 武/頼永 学和

4 G0022377 愛知県 加藤 卓 ＩＢＩＤＥＮ

W.O

WINNER

G0022376 大阪府 有浦 太郎 IBIDEN 塚岡 武/頼永 学和

5 G0021829 東京都 依田 新 髙松ローンテニスクラブ

63 46 10-0

G0017819 千葉県 武藤 哲哉 東京ＹＭＣＡテニススクール 依田 新/武藤 哲哉

6 G0021627 兵庫県 辻 一郎 テニスプラザ尼崎

64 64

G0021440 兵庫県 野村 隆二 ノアインドアステージ宝塚 依田 新/武藤 哲哉

7 bye

64 75

bye 松堂 浩士 / 三嶋 康昭

8 G0014659 2 東京都 松堂 浩士 台東区テニス協会

   

G0020987 兵庫県 三嶋 康昭 COSANA
   



C：第67回 四国テニス選手権大会

男子ダブルス 50歳以上
登録No Seed Name 1R SF F

1 G0014905 1 神奈川県 水主 直人 あわっこくらぶ

G0013095 京都府 梅川 和哉 コスパ光明池TG 水主 直人 / 梅川 和哉

2 bye

   

bye 水主 直人 / 梅川 和哉

3 G0020778 岡山県 前川 尚弘 Every TC

62 57 10-5

G0017615 岡山県 上東 宏之 ＪＦＴＣ津山 熊澤 方宏/堤 英俊

4 G0016542 兵庫県 熊澤 方宏 Eldo.ra.do

26 75 10-6

WINNER

G0017697 兵庫県 堤 英俊 トップラン 水主 直人 / 梅川 和哉

5 G0018905 神奈川県 永田 美智夫 庭球工房

64 76(6)

G0018805 大阪府 村兼 隆寛 Hankees 矢野 克彦/宮本 昭雄

6 G0015948 東京都 矢野 克彦 横浜ガーデンテニスクラブ

76(9) 64

G0020389 東京都 宮本 昭雄 Ｅｌｄｏ.ｒａ.ｄｏ 矢野 克彦/宮本 昭雄

7 bye

46 61 10-8

bye 篠原 政晴 / 網中 敏泰

8 G0015714 2 大阪府 篠原 政晴 コスパ光明池TG

   

G0018480 福岡県 網中 敏泰 TEAM-I
   



C：第67回 四国テニス選手権大会

男子ダブルス 55歳以上
登録No Seed Name 1R SF F

1 G0004582 1 愛媛県 山田 辰巳 うーさんず

G0000141 神奈川県 前田 瑞晴 リコー 山田 辰巳 / 前田 瑞晴

2 bye

   

bye 山田 辰巳 / 前田 瑞晴

3 G0008196 群馬県 谷本 英雄 一筆テニスクラブ

63 26 10-5

G0013677 東京都 原田 博司 京王テニスクラブ 谷本 英雄/原田 博司

4 G0006582 広島県 中川 勝範 金曜塾

W.O

WINNER

G0018817 広島県 山崎 実 チーム・Ｔ.K 斎ヶ原 勝則/河上 光次

5 G0016737 大阪府 斎ヶ原 勝則 OJM

64 46 10-3

G0015465 大阪府 河上 光次 レインボーTS彩都 斎ヶ原 勝則/河上 光次

6 G0018145 山口県 十楽 浩之 いのうえテニスガーデン

63 62

G0021645 山口県 林 洋明 協和発酵バイオ 斎ヶ原 勝則/河上 光次

7 G0014279 兵庫県 福田 豊実 三菱重工神戸

61 46 10-2

G0021639 兵庫県 松崎 久也 KUTC 福田 豊実/松崎 久也

8 G0006943 2 京都府 加藤 哲夫 グランドスラム

76(5) 67(4) 10-5

G0016194 兵庫県 桜井 弘明 トップラン石守
   



C：第67回 四国テニス選手権大会

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

1 G0016555 1 京都府 中井 敏夫 ロイヤルガーデンテニスクラブ

G0001185 兵庫県 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 G0009676 兵庫県 金尾 博和 ecole-f

61 60

G0021133 兵庫県 寺西 章好 神戸大学教職員テニス部 下川 寿春/川井 信太郎

4 G0017385 広島県 下川 寿春 サンデーテニスクラブ

W.O

G0018818 広島県 川井 信太郎 チームT.K 中井 敏夫 / 秋山 郁夫

5 G0001717 3～4 福岡県 高瀬 博明 スプラージ

61 61

G0001172 大阪府 南口 健一 浜寺テニスクラブ 高瀬 博明 / 南口 健一

6 bye

   

bye 高瀬 博明 / 南口 健一

7 bye

62 64

bye 三ヶ尻 英治 / 矢野 亨

8 G0015171 大分県 三ヶ尻 英治 別府ローンテニスクラブ

   

WINNER

G0020942 大分県 矢野 亨 別府ローンテニスクラブ 中井 敏夫 / 秋山 郁夫

9 G0001494 広島県 上本 徳治 上本テニススクール

63 46 10-8

G0022228 広島県 河原 昭宏 晴海ローンTC 上本 徳治 / 河原 昭宏

10 bye

   

bye 上本 徳治 / 河原 昭宏

11 bye

46 75 10-4

bye 安部 芳政 / 辻本 叔彦

12 G0002023 3～4 大阪府 安部 芳政 大阪産業大学

   

G0001180 大阪府 辻本 叔彦 クラレスポーツプラザ宝塚 加古 潤三郎 / 藤賀 康穂

13 G0007924 島根県 長島 清文 パワービィー出雲TC

61 64

G0015999 大阪府 郷 修一郎 香里ＧＴＣ 長島 清文 / 郷 修一郎

14 bye

   

bye 加古 潤三郎 / 藤賀 康穂

15 bye

60 61

bye 加古 潤三郎 / 藤賀 康穂

16 G0001116 2 兵庫県 加古 潤三郎 広野田園テニスクラブ

   

G0013710 兵庫県 藤賀 康穂 エリア'87

   



C：第67回 四国テニス選手権大会

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

1 G0000203 1 千葉県 成田 周治 セントマリアホスピタルテニスクラブ

G0015667 香川県 光武 誠 高松ローンテニスクラブ 成田 周治 / 光武 誠

2 bye

   

bye 成田 周治 / 光武 誠

3 G0013585 広島県 橋本 富夫 TOPテニスクラブ

63　46　10-4

G0007940 兵庫県 橋本 庄司 ファミリーテニスクラブ 橋本 富夫/橋本 庄司

4 G0019199 兵庫県 堀内 邦康 住友ゴム

84

G0022271 兵庫県 北田 哲郎 住友電工 成田 周治 / 光武 誠

5 G0005452 3～4 兵庫県 稲場 浩三 アイ・テニスクラブ

62 57 10-7

G0012229 大阪府 塩田 和男 アイ・テニスクラブ 稲場 浩三 / 塩田 和男

6 bye

   

bye 稲場 浩三 / 塩田 和男

7 bye

62 61

bye 山口 泰雄 / 寺田 昭

8 G0006414 兵庫県 山口 泰雄 神戸ローンTC

   

WINNER

G0016521 兵庫県 寺田 昭 西神TG 石田 享司 / 西本 陽一

9 G0014921 福岡県 原田 治親 筑紫野市テニス協会

62 22RET

G0017291 群馬県 茂木 弘 リベロ 原田 治親 / 茂木 弘

10 bye

   

bye 原田 治親 / 茂木 弘

11 bye

62　36　10-7

bye 池村 辰夫 / 難波江 学

12 G0015467 3～4 兵庫県 池村 辰夫 神戸ローンテニスクラブ

   

G0001212 兵庫県 難波江 学 O.J.M 石田 享司 / 西本 陽一

13 G0021072 広島県 田中 正彦 廿日市ローンテニスクラブ

62 57 10-7

G0021425 広島県 山下 聰 廿日市ローンテニスクラブ 田中 正彦 / 山下 聰

14 bye

   

bye 石田 享司 / 西本 陽一

15 bye

61　63

bye 石田 享司 / 西本 陽一

16 G0015537 2 神奈川県 石田 享司 ＹＳＣ（横浜スポーツマンクラブ）

   

G0001263 兵庫県 西本 陽一 ユニバー神戸テニス倶楽部

   



C：第67回 四国テニス選手権大会

男子ダブルス 70歳以上
登録No Seed Name 1R SF F

1 G0001852 1 兵庫県 小林 仁 宝塚ＰＬＴＣ

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

2 G0019536 千葉県 鞘脇 正明 千葉県シニアテニスクラブ

63　61

G0015366 千葉県 富山 和義 いなげフラワーテニスクラブ 小林 仁/奥村 迪雄

3 G0017877 兵庫県 吉岡 伸敏 甲子園テニスクラブ

67(2) 62 12-10

G0014182 兵庫県 加山 仁 池田テニスクラブ 吉岡 伸敏/加山 仁

4 G0018708 高知県 新田 和男 高知スマイリングTC

36　61　10-3

WINNER

G0018446 大阪府 長谷川 武 万博テニスガーデン 寺田 民雄/森田 常樹

5 G0012993 広島県 河本 眞二 三原テニスガーデン

63 75

G0012723 山口県 松重 見司 西岐波テニスクラブ 河本 眞二/松重 見司

6 G0017666 兵庫県 山崎 泰男 OJM

62　64

G0013059 広島県 古土井 悠 西条ロイヤルテニスクラブ 寺田 民雄/森田 常樹

7 G0009512 兵庫県 福永 修 ecole-f

62 61

G0001760 鹿児島県 渡瀬 明男 鹿児島LTC（ローンテニスクラブ） 寺田 民雄/森田 常樹

8 G0001506 2 兵庫県 寺田 民雄 アーバン六甲テニス倶楽部

64　62

G0002019 大阪府 森田 常樹 モリタテニス企画
   



C：第67回 四国テニス選手権大会

男子ダブルス 75歳以上
登録No Seed Name 1R SF F

1 G0018685 1 大阪府 高木 修 阪急仁川テニスクラブ

G0019980 京都府 波島 正幸 京都フレンドTC 高木 修/波島 正幸

2 G0016878 神奈川県 杉田 剛 S.ONEグリーンテニスクラブ

82

G0015601 神奈川県 中川 洋三 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 高木 修/波島 正幸

3 G0020552 大阪府 石田 正彦 貝塚市テニス連盟

60　61

G0017191 山口県 矢野 良市 岩国ファミリーテニスクラブ 堀 吉弘/妹山 貞彦

4 G0013687 岡山県 堀 吉弘 倉敷ローンテニスクラブ

85

WINNER

G0022558 岡山県 妹山 貞彦 倉敷ローン 高木 修/波島 正幸

5 G0015355 愛知県 岡戸 昌紀 南愛知テニスドーム

76(5) 63

G0001454 大阪府 良元 英河 テニスショップ・ピジョン 大石 昌之/高田 弘

6 G0011303 広島県 大石 昌之 宇品シーサイドTC

W.O

G0005421 広島県 高田 弘 ノア・インドアステージ広島西 大石 昌之/高田 弘

7 G0004766 兵庫県 渡邊 奉昭 芦屋国際ローンテニスクラブ

64　63

G0013910 大阪府 山口 幹夫 池田テニスクラブ 渡邊 奉昭/山口 幹夫

8 G0011089 2 神奈川県 高橋 敏雄 成城スクエアTC

81

G0012818 東京都 西 淳二 成城スクエアテニスクラブ
   


