
D：2020 第8回四国オ－プンベテランテニス選手権大会

男子ダブルス 40歳以上
登録No Seed Name 1R F

1 G0020202 1 阿部 純也 Ｃ.Ｐａｉｎ　Tennis　Ａｃａｄｅｍｙ

G0019415 膳棚 康晴 O.P.Atennis 阿部 純也/膳棚 康晴

2 G0018388 中村 康仁 クレールインドアテニススクール

57.61.[10-7]

WINNER

G0022531 上村 健 クレールインドアテニススクール 中島 伸吾/岡本 和也

3 G0020779 伊佐 真介 ミズキ

63.63

加地 俊介 松山市役所 中島 伸吾/岡本 和也

4 G0019466 中島 伸吾 タカミ

61.62

G0020402 岡本 和也 ライズテニスアカデミー

   



D：2020 第8回四国オ－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 F

1 G0017520 1 塚岡 武 愛媛県庁ＴＣ

G0018128 頼永 学和 大洲ローンテニスクラブ 塚岡 武/頼永 学和

2 G0019048 千鳥 貴裕 クレスト

W.O

WINNER

G0018541 伊東 誠二郎 帝人フロンティア 塚岡 武/頼永 学和

3 G0017617 小野塚 英一 ROFT

36.64.[10-7]

G0019058 広末 達也 AJTA 川端 幸治/森谷 智一

4 G0017645 川端 幸治 サニーサイドアップＴＴ

62.63

G0023405 森谷 智一 サニーサイドアップＴ.Ｔ

   



D：2020 第8回四国オ－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 G0020987 1 三嶋 康昭 COSANA

G0014659 松堂 浩士 台東区テニス協会 三嶋 康昭 / 松堂 浩士

2 bye

   

bye 三嶋 康昭 / 松堂 浩士

3 G0001100 西村 昌晃 ヴァルブランシュTC

63.62

G0012189 坂本 純一 京都庭球友会 西村 昌晃/坂本 純一

4 G0023811 石井 正紀 石井テニスアカデミー

W.O

WINNER

G0018703 小川 浩司 屋島テニスクラブ 三嶋 康昭 / 松堂 浩士

5 G0022492 小川 浩二 桜テニスクラブ

63.63

G0020553 小野 俊哉 鶴ヶ島市テニス協会 武田 将孝/浅場 敦

6 G0021577 武田 将孝 since34

61.16.[10-6]

G0021373 浅場 敦 ユートピアＴＡ 武田 将孝/浅場 敦

7 bye

W.O

bye 寺澤 健太郎 / 水主 直人

8 G0019020 2 寺澤 健太郎 おはよーテニス

   

G0014905 水主 直人 あわっこくらぶ

   



D：2020 第8回四国オ－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 QF SF F

1 G0017376 1 今井 宗丈 稲城市テニス連盟

G0016693 佐藤 康夫 小金井市テニス連盟 今井 宗丈 / 佐藤 康夫

2 bye
   

bye 彼島 雄一郎/大野 雅仁

3 G0021568 彼島 雄一郎 リコー
36.64.[10-6]

G0006120 大野 雅仁 横須賀テニスクラブ 彼島 雄一郎/大野 雅仁

4 G0020778 前川 尚弘 Every TC
36.64.[10-8]

G0017615 上東 宏之 ＪＦＴＣ津山 彼島 雄一郎/大野 雅仁

5 G0021639 3～4 松崎 久也 KUTC
76(5).61

G0014279 福田 豊実 三菱重工神戸 松崎 久也 / 福田 豊実

6 bye
   

bye 松崎 久也 / 福田 豊実

7 bye
61.64

bye 佐竹 裕二 / 松本 泰則

8 佐竹 裕二 四電ビジネス
   

WINNER

G0022868 松本 泰則 四電ビジネス 原薗 裕之 / 牧野 謙

9 G0008912 原薗 裕之 アイ・テニスクラブ
62.63

G0009972 牧野 謙 グランプラス 原薗 裕之 / 牧野 謙

10 bye
   

bye 原薗 裕之 / 牧野 謙

11 bye
76(4).36.[10-5]

bye 御代 元 / 岩城 吉夫

12 G0005106 3～4 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 原薗 裕之 / 牧野 謙

13 G0021105 東 英昭 袖ヶ浦テニスクラブ
62.63

G0016352 堀内 秀一 稲門テニス倶楽部 山盛 光/土屋 光正

14 G0000991 山盛 光 サンランドロイヤルテニスクラブ

75.62

G0004061 土屋 光正 MRA・サザンクロスT.C 大倉 康典 / 長塩 薫

15 bye
62.63

bye 大倉 康典 / 長塩 薫

16 G0014524 2 大倉 康典 スマイル
   

G0004935 長塩 薫 スマイル

   



D：2020 第8回四国オ－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 SF F

1 G0023193 1 小川 和洋 JR四国

G0001171 木下 嘉夫 I－RIVER’84TR 小川 和洋 / 木下 嘉夫

2 bye

   

bye 小川 和洋 / 木下 嘉夫

3 G0005737 花谷 昌典 テニスサロンローランギャロス

62.62

G0021032 安部 賢 ローランギャロス 花谷 昌典/安部 賢

4 G0001448 小谷 卓宏 ラ・ポーム　テニスクラブ

61.75

WINNER

G0012960 住友 秀人 ラ・ポーム　テニスクラブ 小川 和洋 / 木下 嘉夫

5 G0001116 加古 潤三郎 広野田園テニスクラブ

63.62

G0011461 濱田 義則 晴海ローンＴＣ 加古 潤三郎/濱田 義則

6 G0015981 山下 吉信 テニスコミュニティ千葉

75.62

G0004816 関本 和秀 Ｃ－ＦＥＴＺ 安部 芳政 / 辻本 叔彦

7 bye

62.57.[10-4]

bye 安部 芳政 / 辻本 叔彦

8 G0002023 2 安部 芳政 大阪産業大学

   

G0001180 辻本 叔彦 クラレスポーツプラザ宝塚

   



D：2020 第8回四国オ－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 G0018665 1 浅井 有一郎 京王テニスクラブ

G0013585 橋本 富夫 TOPテニスクラブ 浅井 有一郎 / 橋本 富夫

2 bye
   

bye 園山 尋三/上村 和秋

3 G0014545 小堀 嘉朗 チームKワールド
63.36.[11-9]

G0017585 福澤 健次 サンランドロイヤルＴＣ 園山 尋三/上村 和秋

4 G0019082 園山 尋三 パシフィック
W.O

G0013826 上村 和秋 とうかい 神山 好弘/鎌田 幸年

5 G0013511 3～4 神山 好弘 キリウテニスクラブ
61.61

G0000755 鎌田 幸年 小金井市テニス連盟 神山 好弘/鎌田 幸年

6 G0009695 中村 祐一 AUT
63.63

G0013726 斉藤 清隆 和泉テニスクラブ 神山 好弘/鎌田 幸年

7 G0021340 渡士 英治 中百舌鳥テニスクラブ
62.64

G0016979 柳田 孝二 ごいち会 渡士 英治/柳田 孝二

8 G0021394 北川 尚人 ダイハツ工業
75.63

WINNER

G0019199 堀内 邦康 住友ゴム 中嶋 勤成/川畑 俊英

9 G0021072 田中 正彦 廿日市ローンテニスクラブ
46.61.[10-4]

井上 善広 歌TC 赤毛 裕/山本 俊二

10 G0015623 赤毛 裕 庭球工房
64.61

G0019308 山本 俊二 横浜ガーデンテニスクラブ 貝谷 朝清/藤賀 康穂

11 G0009676 金尾 博和 ecole-f

60.62

G0021133 寺西 章好 神戸大学教職員テニス部 貝谷 朝清/藤賀 康穂

12 G0000376 3～4 貝谷 朝清 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ
61.75

G0013710 藤賀 康穂 エリア'87 中嶋 勤成/川畑 俊英

13 G0006640 森下 誠 ＴＰＫ
57.64.[10-6]

G0006513 坪倉 利孝 ユニバー神戸T.C 森下 誠/坪倉 利孝

14 G0020159 山根 宗一 熊野ローンテニスクラブ
62.64

G0021230 荒井 藤男 歌浦TC 中嶋 勤成/川畑 俊英

15 G0020330 吉川 昇 稲城市テニス連盟

62.26.[10-6]

G0017677 田辺 利光 東宝調布テニスクラブ 中嶋 勤成/川畑 俊英

16 G0004725 2 中嶋 勤成 履正社学園専門学校
62.62

G0001350 川畑 俊英 チームT.K

   



D：2020 第8回四国オ－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 G0015467 1 池村 辰夫 神戸ローンテニスクラブ

G0000217 塩見 芳彦 湘南ハンドレッドテニスクラブ 池村 辰夫 / 塩見 芳彦

2 bye
   

bye 重盛 等/柴田 信雄

3 G0016156 長井 信 東宝調布テニスクラブ
61.63

G0001852 小林 仁 宝塚パブリックローンＴＣ 重盛 等/柴田 信雄

4 G0016148 重盛 等 守口テニスクラブ
63.61

G0021551 柴田 信雄 カラバッシュテニスクラブ 重盛 等/柴田 信雄

5 G0020448 3～4 竹沢 康政 ウエストグリーンテニスクラブ
16.62.[11-9]

G0007827 松本 正一 ウエストグリーンテニスクラブ 竹沢 康政/松本 正一

6 G0007940 橋本 庄司 ファミリーテニスクラブ
57.63.[10-6]

G0022968 中原 芳和 OJM 竹沢 康政/松本 正一

7 G0015667 光武 誠 高松ローンテニスクラブ
64.63

G0002054 竹内 美史 南愛知テニスドーム 光武 誠/竹内 美史

8 G0020044 清藤 道男 まんしゅう高級テニスクラブ
63.57.[10-7]

WINNER

G0019501 間宮 清 原宿テニスクラブ 重盛 等/柴田 信雄

9 G0018708 新田 和男 宝塚パブリックローンＴＣ
64.26.[15-13]

G0018446 長谷川 武 ３０３Ｔ．Ｃ 近藤 秀憲/鞘脇 正明

10 G0017961 近藤 秀憲 総武グリーンテニスクラブ

62.61

G0019536 鞘脇 正明 千葉県シニアテニスクラブ 堀川 道夫/伊藤 裕

11 G0017400 堀川 道夫 流山グリーンテニスクラブ
46.62.[10-8]

G0019055 伊藤 裕 柏葉 堀川 道夫/伊藤 裕

12 G0009916 3～4 入倉 博 テニスカレッジラフ
W.O

G0015450 入倉 啓二 高松ローンテニスクラブ 堀川 道夫/伊藤 裕

13 G0001954 佐竹 秀一 草津ラケットクラブ
61.61

G0020391 林 正一 BIWA　TC 佐竹 秀一/林 正一

14 G0017649 島村 廣信 OJM
64.64

G0001760 渡瀬 明男 鹿児島LTC（ローンテニスクラブ） 宮地 俊樹 / 中村 行男

15 bye
75.64

bye 宮地 俊樹 / 中村 行男

16 G0009635 2 宮地 俊樹 明治神宮外苑テニスクラブ
   

G0014970 中村 行男 日機装

   



D：2020 第8回四国オ－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 F

1 G0013059 1 古土井 悠 西条ロイヤルテニスクラブ

G0019980 波島 正幸 京都フレンドTC 古土井 悠/波島 正幸

2 G0005449 三井 寿人 グリーンストーンヒルズテニスクラブ

60.60

WINNER

G0001461 吉国 修平 三菱ガス化学 古土井 悠/波島 正幸

3 G0013784 森 省吾 チームS.E.N

75.61

G0013910 山口 幹夫 池田テニスクラブ 森 省吾/山口 幹夫

4 G0020014 前田 猛夫 津幡町テニス協会

26.63.[12-10]

G0020700 平 明人 石川県シニアテニス連盟

   


