
D：2023 第11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 G0023533 1 大西 敢 ウィルホールディングス
優勝 ： 1125

G0023474 中田 恵吾 日本防蝕工業株式会社 大西 敢 / 中田 恵吾
準優勝 ： 787

2 bye

   
ベスト4 ： 550

bye 大西 敢 / 中田 恵吾
初戦敗退 ： 36

3 G0025867 松本 大倫 WATS

   W.O.

G0024558 髙山 豊 BSTC 山脇 聡 / 青木 草多

4 G0024620 山脇 聡 昭和の森テニスセンター

61 62  

WINNER

G0025025 青木 草多 ウエスタンテニスクラブ 大西 敢 / 中田 恵吾

5 G0025392 小柴 朋幸 日立製作所本社

64 64  

G0024814 中岡 優太 NEC 小柴 朋幸 / 中岡 優太

6 bye

   

bye 小柴 朋幸 / 中岡 優太

7 bye

75 62  

bye 塩谷 昌記 / 今村 宗士

8 G0024483 2 塩谷 昌記 くろたけ整骨院

   

G0024486 今村 宗士 ings

   



D：2023 第11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 40歳以上
登録No Seed Name 1R SF F

1 G0020419 1 廣瀬 正志 ノアインドアステージ
優勝 ： 1125

G0024186 吉井 康裕 teamよっし～ 廣瀬 正志 / 吉井 康裕
準優勝 ： 787

2 bye

   
ベスト4 ： 550

bye 森 仁志 / 山田 博隆
初戦敗退 ： 36

3 G0015507 蒲池 大治郎 クリスタルプランニング

16 64 10-7 

G0022269 生良 真隆 大阪ガス 森 仁志 / 山田 博隆

4 G0022844 森 仁志 山田テニスクラブ

76(3) 36 12-10 

WINNER

山田 博隆 山田テニスクラブ 森 仁志 / 山田 博隆

5 G0024600 原田 竜介 ヤバイスパイス屋さん

63 16 10-8 

G0024601 舟木 俊平 ヤバイスパイス屋さん 村松 雄太 / 衛藤 佑樹

6 G0022854 村松 雄太 クレールインドアテニススクール

76(5) 60  

G0022100 衛藤 佑樹 Bonds Tennis Academy 村松 雄太 / 衛藤 佑樹

7 bye

36 64 10-2 

bye 井山 浩二 / 戸江 達哉

8 G0020669 2 井山 浩二 ルーセントテニスクラブ豊中

   

G0020554 戸江 達哉 GR8

   



D：2023 第11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 QF SF F

1 G0016934 1 神田 寛之 ウィルホールディングス 優勝 ： 1279

G0023435 酒井 俊亮 酒井テニス企画 神田 寛之 / 酒井 俊亮
準優勝 ： 895

2 bye
   ベスト4 ： 625

bye 宮澤 保志 / 齋藤 聡
ベスト8 ： 438

3 G0017938 萬福 大介 tennis egg
46 63 10-7 初戦敗退 ： 36

G0017676 塚本 将二 tennis egg 宮澤 保志 / 齋藤 聡

4 G0017912 宮澤 保志 足利ローン
63 63  

G0019229 齋藤 聡 足利ラヴ・オール 勝又 賢寛 / 根本 修宏

5 G0017720 3～4 中西 宏介 Hankees
   W.O.

G0018556 中西 伸介 エルティーアイ（株） 中西 宏介 / 中西 伸介

6 bye
   

bye 勝又 賢寛 / 根本 修宏

7 G0020118 勝又 賢寛 ミナミテニスクラブ
64 61  

G0020525 根本 修宏 大田区テニス連盟 勝又 賢寛 / 根本 修宏

8 G0020779 伊佐 真介 旭ヶ丘テニスクラブ
61 64  

WINNER

G0022112 西﨑 友宏 スマイル 勝又 賢寛 / 根本 修宏

9 G0019466 中島 伸吾 タカミ
64 16 10-6 

G0020402 岡本 和也 ライズテニスアカデミー 尾園 仁 / 北野 雄平

10 G0025907 尾園 仁 OZONO Tennis Academy
46 64 10-8 

G0020480 北野 雄平 テニスクラブART 尾園 仁 / 北野 雄平

11 bye
62 63  

bye 阿部 純也 / 膳棚 康晴

12 G0020202 3～4 阿部 純也 Ｃ.Ｐａｉｎ　Tennis　Ａｃａｄｅｍｙ

   

G0019415 膳棚 康晴 O.P.Atennis 尾園 仁 / 北野 雄平

13 G0018368 上田 威 クアドリフォリオ
46 61 10-8 

G0019575 木村 宣寿 J-J-JACKS 上田 威 / 木村 宣寿

14 G0018011 中島 優一 北柏テニスクラブ
64 75  

G0025347 西久保 英二 北柏テニスクラブ 武田 賢悟 / 藤原 高之

15 bye
63 75  

bye 武田 賢悟 / 藤原 高之

16 G0018375 2 武田 賢悟 第一生命保険株式会社
   

G0018960 藤原 高之 栂・美木多テニスクラブ

   



D：2023 第11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 QF SF F

1 G0004852 1 三代 直彦 Cｌａｓｓｙ 優勝 ： 1279

G0020987 三嶋 康昭 COSANA 三代 直彦 / 三嶋 康昭
準優勝 ： 895

2 bye
   ベスト4 ： 625

bye 三代 直彦 / 三嶋 康昭
ベスト8 ： 438

3 G0021154 野崎 剛 ITC与野
63 61  初戦敗退 ： 36

G0025414 中川 徹 六角橋庭球倶楽部 野崎 剛 / 中川 徹

4 G0014659 松堂 浩士 台東区テニス協会
36 63 14-12 

G0020953 金田 直生 サンテニス 三代 直彦 / 三嶋 康昭

5 G0016730 3～4 古川 正規 名張市役所ＴＣ
63 75  

G0015878 生川 仁司 フィットインドアテニススクール 古川 正規 / 生川 仁司

6 bye
   

bye 古川 正規 / 生川 仁司

7 bye
26 75 10-7 

bye 新倉 学 / 高野 晃彰

8 G0020870 新倉 学 葉山テニスクラブ
   

WINNER

G0022959 高野 晃彰 エニタイムフィットネス新子安 三代 直彦 / 三嶋 康昭

9 G0023068 深谷 典央 あわっこくらぶ
63 36 10-5 

G0016343 坂牧 弘道 TOPインドアステージ亀戸 深谷 典央 / 坂牧 弘道

10 bye
   

bye 広末 達也 / 上村 武史

11 bye
   W.O.

bye 広末 達也 / 上村 武史

12 G0019058 3～4 広末 達也 AJTA
   

G0016036 上村 武史 Tennis－Jaran 塚岡 武 / 頼永 学和

13 G0015961 印部 泰男 徳島県テニスアリーナガーデン
60 64  

G0023409 印部 俊雄 テニスラウンジ奈良 中原 誠 / 千鳥 貴裕

14 G0022835 中原 誠 みなみ坂テニススクール
   W.O.

G0019048 千鳥 貴裕 クレスト 塚岡 武 / 頼永 学和

15 bye
   W.O.

bye 塚岡 武 / 頼永 学和

16 G0017520 2 塚岡 武 愛媛県庁ＴＣ
   

G0018128 頼永 学和 大洲ローンテニスクラブ

   



D：2023 第11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 QF SF F

1 G0006368 1 長谷川 孝司 善福寺公園テニスクラブ 優勝 ： 1279

G0014905 水主 直人 あわっこくらぶ 長谷川 孝司 / 水主 直人
準優勝 ： 895

2 bye
   ベスト4 ： 625

bye 門田 英男 / バーゲンソール ケネス
ベスト8 ： 438

3 G0023403 栗原 照仁 TN-21テニスクラブ
63 64  初戦敗退 ： 36

G0025537 河合 靖弘 くろたけ整骨院 門田 英男 / バーゲンソール ケネス

4 G0024738 門田 英男 Scratch
60 46 10-4 

G0023115 バーゲンソール ケネス YCAC 門田 英男 / バーゲンソール ケネス

5 G0013095 3～4 梅川 和哉 コスパ光明池TG
67(4) 64 10-5 

G0021568 彼島 雄一郎 リコー 梅川 和哉 / 彼島 雄一郎

6 G0020553 小野 俊哉 鶴ヶ島市テニス協会
62 62  

G0020930 市丸 勝之 ユニバー神戸テニス倶楽部 梅川 和哉 / 彼島 雄一郎

7 G0007702 小林 伸輔 アイ・テニスクラブ
63 64  

G0003375 佐々木 拓 恵庭テニス協会 関口 浩資 / 橋本 芳郎

8 G0018494 関口 浩資 Ｃｌａｓｓｙ
62 64  

WINNER

橋本 芳郎 スエヒロテニスプラザ 門田 英男 / バーゲンソール ケネス

9 G0005993 岩城 吉夫 明石ファミリーＴＣ
63 36 10-2 

G0004061 土屋 光正 MRA・サザンクロスT.C 真中 寛 / 宇川 保之

10 G0021599 真中 寛 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ
   W.O.

G0024125 宇川 保之 Ｓｐａｃｅ１３５ 永岡 宏 / 網中 敏泰

11 G0005106 御代 元 明治神宮外苑テニスクラブ
46 64 10-6 

G0023438 浜口 隆則 明治神宮外苑テニスクラブ 永岡 宏 / 網中 敏泰

12 G0015894 3～4 永岡 宏 ヨネックス
64 64  

G0018480 網中 敏泰 TEAM-I 大田 実 / 東 英昭

13 G0010445 小谷地 雅人 ニューフロンティアテニスクラブ
63 36 10-7 

G0003014 水野 幸治 ニューフロンティアテニスクラブ 原薗 裕之 / 高橋 雅夫

14 G0008912 原薗 裕之 アイ・テニスクラブ
76(5) 62  

G0016171 高橋 雅夫 LARK 大田 実 / 東 英昭

15 bye
64 61  

bye 大田 実 / 東 英昭

16 G0020906 2 大田 実 千代田区テニス協会
   

G0021105 東 英昭 袖ヶ浦テニスクラブ

   



D：2023 第11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 G0013829 1 岸田 泰尚 京王テニスクラブ 優勝 ： 1279

G0014605 高柳 剛宏 亀の甲山テニスクラブ 岸田 泰尚 / 高柳 剛宏
準優勝 ： 895

2 bye
   ベスト4 ： 625

bye 戸木 教夫 / 坂口 英一郎
ベスト8 ： 438

3 G0001448 小谷 卓宏 ラ・ポーム　テニスクラブ
36 62 10-8 初戦敗退 ： 36

G0012960 住友 秀人 ラ・ポーム　テニスクラブ 戸木 教夫 / 坂口 英一郎

4 G0000154 戸木 教夫 ジュエ・インドアテニス
63 62  

G0001715 坂口 英一郎 北辰クラブ 河上 光次 / 福田 豊実

5 G0015465 3～4 河上 光次 Azure Court
06 64 10-8 

G0014279 福田 豊実 三菱重工神戸 河上 光次 / 福田 豊実

6 bye
   

bye 河上 光次 / 福田 豊実

7 bye
46 64 10-4 

bye 山盛 光 / 辻田 修司

8 G0000991 山盛 光 サンランドロイヤルテニスクラブ
   

WINNER

G0018077 辻田 修司 IPCH 中川 勝範 / 冨田 和義

9 G0019063 塩見 正昭 サンランドロイヤルＴＣ
36 64 10-5 

G0014435 大毛 義浩 茨木ITC 斎ヶ原 勝則 / 桜井 弘明

10 G0016737 斎ヶ原 勝則 Azure Court
76(2) 76(3)  

G0016194 桜井 弘明 トップラン石守 中川 勝範 / 冨田 和義

11 bye
76(5) 46 10-6 

bye 中川 勝範 / 冨田 和義

12 G0006582 3～4 中川 勝範 晴海ローンTC
   

G0004723 冨田 和義 ファミリーテニスクラブ 中川 勝範 / 冨田 和義

13 G0015201 北山 博則 甲子園テニスクラブ
63 64  

G0001723 賀来 祐輔 長住テニスクラブ 北山 博則 / 賀来 祐輔

14 G0005737 花谷 昌典 テニスサロンローランギャロス
63 16 10-4 

G0021032 安部 賢 ローランギャロス 佐藤 幸裕 / 丸山 一隆

15 bye
61 60  

bye 佐藤 幸裕 / 丸山 一隆

16 G0002809 2 佐藤 幸裕 Ｓ・Ｔ・Ｐ
   

G0021080 丸山 一隆 みんなのテニス

   



D：2023 第11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 2R QF SF F

1 G0023193 1 小川 和洋 JR四国 優勝 ： 1454

G0023983 宮崎 康郎 横浜インターナショナルテニスコミュニティー 小川 和洋 / 宮崎 康郎 準優勝 ： 1018

2 bye    ベスト4 ： 711

bye 小川 和洋 / 宮崎 康郎 ベスト8 ： 498

3 G0006513 坪倉 利孝 ユニバー神戸T.C 62 62  ベスト16 ： 348

G0004672 大島 俊計 Ａ．Ａ．Ａ 坪倉 利孝 / 大島 俊計 初戦敗退 ： 36

4 G0006640 森下 誠 ＴＰＫ 61 61  

G0019382 中山 景示 ＴＥＡＭ20Ｓ 小川 和洋 / 宮崎 康郎

5 G0022211 菅 隆雄 中央林間テニスクラブ 62 76(4)  

G0011442 今橋 和彦 浦和パークテニスクラブ 菅 隆雄 / 今橋 和彦

6 bye    

bye 安部 芳政 / 井藤 勝也

7 bye 46 76(2) 10-8 

bye 安部 芳政 / 井藤 勝也

8 G0002023 5～8 安部 芳政 大阪産業大学    

G0002564 井藤 勝也 Ｔ.Ｃ.コスパ八尾南 小川 和洋 / 宮崎 康郎

9 G0013511 3～4 神山 好弘 キリウテニスクラブ 75 63  

G0000755 鎌田 幸年 小金井市テニス連盟 神山 好弘 / 鎌田 幸年

10 bye    

bye 神山 好弘 / 鎌田 幸年

11 bye 64 64  

bye 野村 徹 / 新山 佳尚

12 G0024389 野村 徹 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ    

G0021656 新山 佳尚 かかしテニスクラブ 山本 秀樹 / 渡加 俊三

13 G0014031 山本 秀樹 ecole-f 64 61  

G0024626 渡加 俊三 姫路書写テニスコート 山本 秀樹 / 渡加 俊三

14 bye    

bye 山本 秀樹 / 渡加 俊三

15 bye 67(5) 63 10-6 

bye 福澤 健次 / 安田 一

16 G0017585 5～8 福澤 健次 サンランドロイヤルＴＣ    WINNER
G0022882 安田 一 ラケットクラブうずまさ 小川 和洋 / 宮崎 康郎

17 G0022340 5～8 加藤 裕司 ＴＴＦ 62 61  
G0023976 松本 雅男 アーバン六甲テニスクラブ 加藤 裕司 / 松本 雅男

18 bye    

bye 加藤 裕司 / 松本 雅男

19 bye 62 63  

bye 清水 博 / 天津 康史

20 G0022261 清水 博 亀の甲山テニスクラブ    

G0023024 天津 康史 ルネサンス鷹の台テニスクラブ 小林 立彦 / 山下 吉信

21 G0001494 上本 徳治 上本テニススクール 64 64  

G0022313 眞﨑 利通 佐賀グリーンテニスクラブ 上本 徳治 / 眞﨑 利通

22 bye    

bye 小林 立彦 / 山下 吉信

23 bye 57 61 10-5 

bye 小林 立彦 / 山下 吉信

24 G0020036 3～4 小林 立彦 東宝調布テニスクラブ    

G0015981 山下 吉信 テニスコミュニティ千葉 小林 立彦 / 山下 吉信

25 G0005434 5～8 中川 恒雄 ＪＦＥスチール 63 62  

G0023432 藤田 啓一 リョーコーテニスクラブ 中川 恒雄 / 藤田 啓一

26 bye    

bye 中川 恒雄 / 藤田 啓一

27 bye 62 57 10-7 

bye 高瀬 博明 / 土橋 博志

28 G0001717 高瀬 博明 太宰府市テニス協会    

G0001748 土橋 博志 グローバルアリーナ 清板 伸一郎 / 島内 俊裕

29 G0009695 中村 祐一 AUT 62 60  

G0024087 井上 善広 歌TC 西垣 彰二 / 金尾 博和

30 G0000190 西垣 彰二 テニスユニバース 61 64  

G0009676 金尾 博和 ecole-f 清板 伸一郎 / 島内 俊裕

31 bye 64 62  

bye 清板 伸一郎 / 島内 俊裕

32 G0012347 2 清板 伸一郎 ヨコハマクラブ          

G0018513 島内 俊裕 カクテル企画



D：2023 第11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 2R QF SF F

1 G0014545 1 小堀 嘉朗 チームKワールド 優勝 ： 1454

G0001212 難波江 学 O.J.M 小堀 嘉朗 / 難波江 学 準優勝 ： 1018

2 bye    ベスト4 ： 711

bye 小堀 嘉朗 / 難波江 学 ベスト8 ： 498

3 G0019528 三友 和雄 カトレヤテニスガーデン鴻巣 75 63  ベスト16 ： 348

G0021529 和田 忠 栗橋テニスクラブ 原田 治親 / 田中 正彦 初戦敗退 ： 36

4 G0014921 原田 治親 太宰府市テニス協会 67(5) 63 10-5 

G0021072 田中 正彦 廿日市ローンテニスクラブ 森井 芳樹 / 増田 秀之

5 G0024043 森井 芳樹 ファミリーテニスクラブ 75 16 10-6 

G0025879 増田 秀之 ファミリーテニスクラブ 森井 芳樹 / 増田 秀之

6 bye    

bye 森井 芳樹 / 増田 秀之

7 bye 26 64 10-7 

bye 橋本 富夫 / 樋口 好央

8 G0013585 5～8 橋本 富夫 福山ロイヤルテニスクラブ    

G0015757 樋口 好央 静岡ウインビレッジテニス倶楽部 中嶋 俊彦 / 辻本 豊

9 G0021006 3～4 松田 清隆 万博テニスガーデン 36 64 10-7 

G0022271 北田 哲郎 サンランドロイヤルTC 松田 清隆 / 北田 哲郎

10 bye    

bye 松田 清隆 / 北田 哲郎

11 bye    W.O.

bye 宮下 恒郎 / 安斎 正郷

12 G0001455 宮下 恒郎 清瀬市テニス協会    

G0025860 安斎 正郷 ねばっこ 中嶋 俊彦 / 辻本 豊

13 G0006414 山口 泰雄 神戸ローンテニス倶楽部 62 46 11-9 

G0025562 田中 誠 垂水グリーンテニスクラブ 山口 泰雄 / 田中 誠

14 bye    

bye 中嶋 俊彦 / 辻本 豊

15 bye    W.O.

bye 中嶋 俊彦 / 辻本 豊

16 G0017764 5～8 中嶋 俊彦 横浜ガーデンテニスクラブ    WINNER
G0020847 辻本 豊 花園テニスクラブ 屋代 春幸 / 竹内 康雄

17 G0020330 5～8 吉川 昇 稲城市テニス連盟 63 36 10-5 
G0016575 加藤 一顕 東宝調布テニスクラブ 吉川 昇 / 加藤 一顕

18 bye    

bye 吉川 昇 / 加藤 一顕

19 bye 76(5) 63  

bye 竹内 美史 / 光武 誠

20 G0002054 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 吉川 昇 / 加藤 一顕

21 G0018701 丸田 重人 上尾セントラルテニスクラブ 46 62 10-6 

G0009123 大島 信夫 サンライズ朝霞 丸田 重人 / 大島 信夫

22 bye    

bye 丸田 重人 / 大島 信夫

23 bye 63 61  

bye 近藤 秀憲 / 松本 正一

24 G0017961 3～4 近藤 秀憲 総武グリーンテニスクラブ    

G0007827 松本 正一 ウエストグリーンテニスクラブ 屋代 春幸 / 竹内 康雄

25 G0007286 5～8 淵田 孝一 東宝調布テニスクラブ 62 60  

G0017400 堀川 道夫 CTA個人会員 淵田 孝一 / 堀川 道夫

26 bye    

bye 屋代 春幸 / 竹内 康雄

27 bye 61 63  

bye 屋代 春幸 / 竹内 康雄

28 G0004131 屋代 春幸 モリタテニス企画    

G0019201 竹内 康雄 MAC 屋代 春幸 / 竹内 康雄

29 G0021394 北川 尚人 名古屋グリーンテニスクラブ 64 62  

G0019199 堀内 邦康 住友ゴム 北川 尚人 / 堀内 邦康

30 G0021542 浦谷 宏 クラレスポーツプラザ宝塚 60 36 10-4 

G0018798 上牧 勝彦 奈良国際LTC 北川 尚人 / 堀内 邦康

31 bye    W.O.

bye 塩田 和男 / 貝谷 朝清

32 G0012229 2 塩田 和男 アイ・テニスクラブ          

G0000376 貝谷 朝清 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ



D：2023 第11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 G0001517 1 阿部 欽亮 サンランドロイヤルTC
優勝 ： 1125

G0021551 柴田 信雄 カラバッシュテニスクラブ 伊藤 裕 / 後藤田 邦裕
準優勝 ： 787

2 G0019055 伊藤 裕 柏葉

   W.O.
ベスト4 ： 550

G0006212 後藤田 邦裕 徳島ローンテニスクラブ 伊藤 裕 / 後藤田 邦裕
初戦敗退 ： 36

3 G0019501 間宮 清 原宿テニスクラブ

61 61  

G0009000 松下 好友 名細テニスクラブ 間宮 清 / 松下 好友

4 G0017877 吉岡 伸敏 甲子園テニスクラブ

   W.O.

WINNER

G0017666 山﨑 泰男 ファミリーテニスクラブ 伊藤 裕 / 後藤田 邦裕

5 G0009916 入倉 博 テニスカレッジラフ

64 63  

G0015450 入倉 啓二 高松ローンテニスクラブ 佐竹 秀一 / 奥田 彦三郎

6 G0001954 佐竹 秀一 ブルーボネット

63 26 10-3 

G0008271 奥田 彦三郎 星田テニスクラブ 佐竹 秀一 / 奥田 彦三郎

7 G0007299 徳永 和夫 九州大学ローンテニスクラブ

63 63  

G0001214 福田 正 ファミリーテニスクラブ 小野 隆夫 / 宮地 俊樹

8 G0020672 2 小野 隆夫 千葉田園テニスクラブ

   W.O.

G0009635 宮地 俊樹 明治神宮外苑テニスクラブ

   



D：2023 第11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 80歳以上
登録No Seed Name 1R F

1 G0019980 1 波島 正幸 京都フレンドTC
優勝 ： 990

G0018685 高木 修 京都フレンドテニスクラブ 波島 正幸 / 高木 修
準優勝 ： 692

2 G0013687 堀 吉弘 倉敷ローンテニスクラブ

62 61  

WINNER
初戦敗退 ： 36

G0011303 大石 昌之 宇品シーサイドTC 波島 正幸 / 高木 修

3 G0020552 石田 正彦 貝塚市テニス連盟

60 40  RET

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

4 G0012818 西 淳二 成城スクエアテニスクラブ

16 61 10-6 

G0000077 吉村 正 成城スクエアテニスクラブ

   


