
D：2020 第8回四国オ－プンベテランテニス選手権大会

男子シングルス 35歳以上
登録No Seed Name 1R QF SF F

1 G0022255 1 船津 大輔 東郷製作所 船津 大輔

2 bye 船津 大輔

3 G0024065 八木 佑介 今治市役所 八木 佑介

61.63

4 G0015507 蒲池 大治郎 コープこうべ協同学苑テニススクール

61.62

船津 大輔

5 G0022883 3～4 井上 拓郎 北柏テニスクラブ 井上 拓郎

60.60

6 bye 野村 昌弘

7 bye 野村 昌弘

57.64.[10-6]

WINNER

8 G0023822 野村 昌弘 テニスアリーナガーデン 船津 大輔

9 G0022798 辻本 万里 ノアインドアステージ 中林 宏彰

63.61

10 G0021983 中林 宏彰 ラ・ポームテニスクリエイト

W.O

沖 健太

11 bye 沖 健太

46.76(7).[10-6]

12 G0022425 3～4 沖 健太 Win Tennis 沖 健太

13 G0022787 伊藤 俊宏 Team AATP 伊藤 俊宏

W.O

14 G0022267 櫻井 善啓 杉田ゴルフ場テニスコート

61.60

伊藤 俊宏

15 bye 桂川 健司

26.62.[10-2]

16 G0022994 2 桂川 健司 トヨタ自動車



D：2020 第8回四国オ－プンベテランテニス選手権大会

男子シングルス 40歳以上
登録No Seed Name 1R QF SF F

1 G0019466 1 中島 伸吾 タカミ 中島 伸吾

2 bye 中島 伸吾

3 G0022811 安武 一 チームオクヤマ 金谷 太郎

61.60

4 G0023374 金谷 太郎 彦根グリーン

W.O

中島 伸吾

5 G0017720 3～4 中西 宏介 Hankees 中西 宏介

60.62

6 bye 古賀 大貴

7 G0018334 古賀 大貴 サニーサイドアップＴ．Ｔ 古賀 大貴

61.63

WINNER

8 G0020202 阿部 純也 Ｃ.Ｐａｉｎ Tennis Ａｃａｄｅｍｙ

W.O

中島 伸吾

9 近藤 慎 テニスアリーナガーデン松山 近藤 慎

63.63

10 G0020779 伊佐 真介 ミズキ

26.62.[10-8]

近藤 慎

11 G0022112 西﨑 友宏 スマイル 稲野 亘

36.75.[10-7]

12 G0022364 3～4 稲野 亘 フォレスト柏センター

30 RET

板東 賢寛

13 G0023794 大橋 夏樹 A-one 中村 康仁

64.60

14 G0018388 中村 康仁 クレールインドアテニススクール

W.O

板東 賢寛

15 bye 板東 賢寛

63.60

16 G0020118 2 板東 賢寛 ミナミテニスクラブ



D：2020 第8回四国オ－プンベテランテニス選手権大会

男子シングルス 45歳以上
登録No Seed Name 1R 2R QF SF F

1 G0018128 1 頼永 学和 大洲ローンテニスクラブ 頼永 学和

2 bye 頼永 学和

3 G0022835 中原 誠 みなみ坂テニススクール 深谷 典央

60.62

4 G0023068 深谷 典央 ZIPテニスアリーナ

W.O

頼永 学和

5 G0016110 永山 健 ＴＳ奈良テニスクラブ 永山 健

61.64

6 G0020439 宮本 泰俊 スポーツラーニング

75.64

藤原 高之

7 G0015878 生川 仁司 フィットインドアテニススクール 藤原 高之

60.61

8 G0018960 5～8 藤原 高之 アイ・テニスクラブ

06.76(2).[10-6]

頼永 学和

9 G0017617 3～4 小野塚 英一 ROFT 小野塚 英一

62.20 RET

10 bye 小野塚 英一

11 G0017676 塚本 将二 tennis egg 広末 達也

63.64

12 G0019058 広末 達也 AJTA

76(10).62

濱田 健太郎

13 G0022370 長橋 雄太 ジップテニスアリーナ 濱田 健太郎

64.76(5)

14 G0023271 濱田 健太郎 バナナスポーツ

61.60

濱田 健太郎

15 G0022376 有浦 太郎 ＩＢＩＤＥＮ 有浦 太郎

W.O

WINNER

16 G0021672 5～8 荒木 秀 赤門テニスクラブ

62.26.[10-2]

頼永 学和

17 G0015097 5～8 角山 浩章 カクテル企画 角山 浩章

63.75

18 G0023593 林 順慶 ALPHA

W.O

角山 浩章

19 G0018750 平野 将広 ラビット 印部 泰男

46.62.[11-9]

20 G0015961 印部 泰男 徳島県テニスアリーナガーデン

W.O

塚岡 武

21 G0018922 松川 輝明 丸亀テニスクラブ 松川 輝明

61.60

22 G0023102 道端 堅太郎 札幌テニス協会

67(4).61.[10-4]

塚岡 武

23 bye 塚岡 武

61.60

24 G0017520 3～4 塚岡 武 愛媛県庁ＴＣ 川端 幸治

25 G0017333 5～8 仲間 裕記 備前市役所 小峰 雅行

46.62.[10-5]

26 G0023833 小峰 雅行 登戸サンライズテニスコート

W.O

松岡 洋二

27 G0017378 藤井 啓之 MIRAI TENNIS ACADEMY 松岡 洋二

62.60

28 G0019418 松岡 洋二 トキワテニスクラブ

64.26.[10-7]

川端 幸治

29 G0024084 大塚 智春 大正セントラル目白 大塚 智春

60.64

30 G0023786 菊地 芳幸 栗橋テニスクラブ

61.61

川端 幸治

31 bye 川端 幸治

64.63

32 G0017645 2 川端 幸治 サニーサイドアップＴＴ



D：2020 第8回四国オ－プンベテランテニス選手権大会

男子シングルス 50歳以上
登録No Seed Name 1R 2R QF SF F

1 G0003762 1 柳 春樹 TPLトレクティス・ラボ 柳 春樹

2 bye 木下 宏之

3 G0016678 西岡 弘幸 classy 木下 宏之

64.64

4 G0021753 木下 宏之 パナソニック

60.36.[10-6]

家高 秀紀

5 G0020562 高鍋 貴行 おはよーテニス 高鍋 貴行

64.62

6 G0019214 CHEN DAVID 茨木ITC

W.O

家高 秀紀

7 G0021689 石井 学 あわっこくらぶ 家高 秀紀

60.61

8 G0005102 5～8 家高 秀紀 土山's

63.63

百々 猛志

9 G0016184 3～4 百々 猛志 住友電気工業 百々 猛志

76(3).26.[10-8]

10 bye 百々 猛志

11 G0020953 金田 直生 おはよーテニス 浜口 隆則

76(3).76(1)

12 G0023438 浜口 隆則 インスピリッツテニスクラブ

60.62

百々 猛志

13 G0023629 河野 寿一 Baritt 河野 寿一

61.63

14 杉村 泰輔 MRS

76(2).61

河野 寿一

15 G0023163 藤井 明博 スマイル 藤井 明博

64.36.[10-8]

WINNER

16 G0016012 5～8 林 由祐 Ｏ.Ｐ.Ａ.tennis

W.O

西村 昌晃

17 G0022373 5～8 大岡 聡 三井住友銀行 小川 浩司

W.O

18 G0018703 小川 浩司 屋島テニスクラブ

W.O

森川 昌則

19 G0016805 森川 昌則 テニスアリーナガーデン 森川 昌則

76(5).75

20 G0014659 松堂 浩士 台東区テニス協会

W.O

西村 昌晃

21 G0023811 石井 正紀 石井テニスアカデミー 小川 浩二

63.46.[10-4]

22 G0022492 小川 浩二 桜テニスクラブ

60.63

西村 昌晃

23 bye 西村 昌晃

67(6).60.[10-8]

24 G0001100 3～4 西村 昌晃 ヴァルブランシュTC 西村 昌晃

25 G0014905 5～8 水主 直人 あわっこくらぶ 水主 直人

62.60

26 G0020553 小野 俊哉 鶴ヶ島市テニス協会

64.60

寺澤 健太郎

27 G0019020 寺澤 健太郎 おはよーテニス 寺澤 健太郎

W.O

28 G0022399 安達 芳崇 TEAM EARNEST KOBE

61.60

松井 健一

29 G0016430 牟禮 勝 テニスユニバース 牟禮 勝

46.62.[11-9]

30 G0023623 泉水 長宣 三菱ケミカル

46.64.[10-4]

松井 健一

31 bye 松井 健一

62.61

32 G0002993 2 松井 健一 Ｍ-ｓｐｏｒｔｓ



D：2020 第8回四国オ－プンベテランテニス選手権大会

男子シングルス 55歳以上
登録No Seed Name 1R 2R 3R QF SF F

1 G0008912 1 原薗 裕之 アイ・テニスクラブ 原薗 裕之

2 bye 原薗 裕之

3 G0016426 南林 直樹 セサミテニススクール 上東 宏之 61.61

4 G0017615 上東 宏之 ＪＦＴＣ津山 62.60 原薗 裕之

5 G0015765 紙谷 和夫 紙谷工務店 紙谷 和夫 62.61

6 bye 堤 英俊

7 bye 堤 英俊 W.O

8 G0017697 13～16 堤 英俊 トップラン 原薗 裕之

9 G0009401 9～12 Mic Muk TTN's Mic Muk W.O

10 bye Mic Muk

11 G0020778 前川 尚弘 Every TC 川崎 哲朗 61.61

12 G0022384 川崎 哲朗 松山ローンテニスクラブ
46.62.[11-9]

土屋 光正

13 G0023123 新宮 榮造 テニスアリーナガーデン 吉村 武英 60.61

14 G0022616 吉村 武英 ダンロップテニススクール 64.63 土屋 光正

15 bye 土屋 光正 61.61

16 G0004061 5～8 土屋 光正 MRA・サザンクロスT.C 原薗 裕之

17 G0017215 3～4 小野 敏孝 日本製鉄八幡 小野 敏孝 W.O

18 bye 小野 敏孝

19 G0021487 畑 哲郎 サンランドロイヤルテニスクラブ 佐竹 裕二 75.75

20 佐竹 裕二 四電ビジネス 64.64 西村 尚彦

21 G0012629 佐々木 和之 美原の森テニスガーデン 佐々木 和之
76(4).46.[10-7]

22 bye 西村 尚彦

23 bye 西村 尚彦 60.60

24 G0014286 13～16 西村 尚彦 パブリックテニス小倉 西村 尚彦

25 G0021568 9～12 彼島 雄一郎 リコー 彼島 雄一郎 61.62

26 bye 彼島 雄一郎

27 bye 山岸 圭太郎 W.O

28 G0006770 山岸 圭太郎 三菱電機 田村 節

29 G0023755 齋藤 雄健 フミヤスポーツ 中村 健
62.26.[10-2]

30 G0021695 中村 健 荏原SSC W.O 田村 節

31 bye 田村 節 62.63 WINNER
32 G0021165 5～8 田村 節 東京グリーンテニスクラブ 原薗 裕之

33 G0009972 5～8 牧野 謙 グランプラス 牧野 謙 63.36.[10-5]

34 bye 牧野 謙

35 G0000489 工藤 秀則 HPテニスクラブ 堀 剛 61.61

36 G0015819 堀 剛 パシフィックテニスクラブ 61.64 岡田 啓一

37 G0014984 牧野 寛 明治神宮外苑テニスクラブ 牧野 寛
76(6).76(11)

38 G0021190 真鍋 雅彦 チームせんと 61.61 岡田 啓一

39 bye 岡田 啓一 W.O

40 G0018385 9～12 岡田 啓一 WiM岐阜 岡田 啓一

41 G0000991 13～16 山盛 光 サンランドロイヤルテニスクラブ 山盛 光 62.63

42 bye 山盛 光

43 bye 大野 雅仁 61.62

44 G0006120 大野 雅仁 横須賀テニスクラブ 今井 宗丈

45 G0019883 新村 健 東京ローンテニスクラブ 土屋 達郎 62.64

46 G0005047 土屋 達郎 ユニバ－神戸テニス倶楽部
46.64.[11-9]

今井 宗丈

47 bye 今井 宗丈 63.61

48 G0017376 3～4 今井 宗丈 稲城市テニス連盟 岡田 啓一

49 G0022728 5～8 橋本 龍一 テニスハウス 橋本 龍一 63.26.[10-4]

50 bye 橋本 龍一

51 G0022868 松本 泰則 四電ビジネス 松本 泰則
26.61.[10-7]

52 G0021021 酒井 高保 サンランドロイヤルテニスグラブ
61.46.[10-6]

橋本 龍一

53 G0020265 伊藤 幸雄 セントラル都島TS 野田 隆司 63.64

54 G0024068 野田 隆司 住田株式会社 57.55.RET 関根 好克

55 bye 関根 好克 62.61

56 G0017506 9～12 関根 好克 ローズＴＧ 秋山 敏行

57 G0014525 13～16 市川 雅幸 相模原グリーンテニスクラブ 市川 雅幸 63.61

58 bye 市川 雅幸

59 bye 大越 暁 75.61

60 G0022695 大越 暁 島津製作所 秋山 敏行

61 G0017006 松本 努 e-tennis 松崎 久也 60.61

62 G0021639 松崎 久也 KUTC 61.76(7) 秋山 敏行

63 bye 秋山 敏行 62.61

64 G0006262 2 秋山 敏行 にこにこTC



D：2020 第8回四国オ－プンベテランテニス選手権大会

男子シングルス 60歳以上
登録No Seed Name 1R 2R 3R QF SF F

1 G0011461 1 濱田 義則 晴海ローンＴＣ 濱田 義則

2 bye 濱田 義則

3 G0019219 島井 充 ZERO 島井 充
60.61

4 G0020493 藤井 多喜雄 ち～むＢ
76(6).62

濱田 義則

5 G0005737 花谷 昌典 テニスサロンローランギャロス 花谷 昌典 75.63

6 bye 花谷 昌典

7 bye 斎ヶ原 勝則
46.61.[12-10]

8 G0016737 13～16 斎ヶ原 勝則 ファミリーテニスクラブ 濱田 義則

9 G0013078 9～12 丸本 雄彦 サンランドロイヤルテニスクラブ 丸本 雄彦 62.61

10 bye 丸本 雄彦

11 bye 下脇 一博 61.60

12 G0016630 下脇 一博 金港テニスクラブ 丸本 雄彦

13 G0019039 前田 啓一 KPP 三鷹市TA 前田 啓一 W.O

14 bye 前田 啓一

15 bye 山本 浩 W.O

16 G0015425 5～8 山本 浩 ALWAYS TENNIS SCHOOL 濱田 義則

17 G0019063 3～4 塩見 正昭 GSユアサ 塩見 正昭
63.46.[10-6]

18 bye 汾陽 宏昭

19 bye 汾陽 宏昭
63.06[10-8]

20 G0022855 汾陽 宏昭 ＣＴＡ個人会員 汾陽 宏昭

21 G0022375 北代 英策 高知ローン 北代 英策
67(4).64.[10-7]

22 bye 山本 秀樹

23 bye 山本 秀樹 W.O

24 G0014031 13～16 山本 秀樹 ecole-f 小川 和洋

25 G0023193 9～12 小川 和洋 JR四国 小川 和洋 60.60

26 bye 小川 和洋

27 bye 山田 徹 61.60

28 G0023733 山田 徹 Tテニス 小川 和洋

29 G0022147 川間 凡也 チーム カワマート 川間 凡也 62.62

30 bye 加古 潤三郎

31 bye 加古 潤三郎
W.O WINNER

32 G0001116 5～8 加古 潤三郎 広野田園テニスクラブ 濱田 義則

33 G0015981 5～8 山下 吉信 テニスコミュニティ千葉 山下 吉信
57.62.[10-4]

34 bye 山下 吉信

35 bye 渡瀬 次郎 61.64

36 G0023464 渡瀬 次郎 カクテル企画 西垣 彰二

37 G0021614 伊井 洋一 高知スマイリングＴＣ 伊井 洋一 62.64

38 bye 西垣 彰二

39 bye 西垣 彰二 63.61

40 G0000190 9～12 西垣 彰二 テニスユニバース 川原 公規

41 G0001494 13～16 上本 徳治 上本テニススクール 上本 徳治
57.75.[10-3]

42 bye 上本 徳治

43 bye 新山 佳尚 64.64

44 G0021656 新山 佳尚 かかしテニスクラブ 川原 公規

45 G0017085 三橋 正典 コスパあやめ池 山岡 和純
64.64

46 G0023751 山岡 和純 文京テニスクラブ
W.O

川原 公規

47 bye 川原 公規 62.61

48 G0008384 3～4 川原 公規 にこにこTC 川原 公規

49 G0004816 5～8 関本 和秀 Ｃ－ＦＥＴＺ 関本 和秀 63.62

50 bye 関本 和秀

51 bye 小谷 誠毅 63.60

52 G0022784 小谷 誠毅 しまなみテニスクラブ 川越 貴浩

53 G0015941 三田 達治 マサスポーツシステム 三田 達治 61.62

54 bye 川越 貴浩

55 bye 川越 貴浩 60.62

56 G0016072 9～12 川越 貴浩 クラブ キャンティ 大毛 義浩

57 G0014435 13～16 大毛 義浩 茨木ITC 大毛 義浩
63.36.[10-5]

58 bye 大毛 義浩

59 bye 山崎 隆 60.62

60 G0021988 山崎 隆 スカパーJSAT 大毛 義浩

61 G0018353 松井 洋二 美原の森テニスガーデン 松井 洋二
76(8).16.[11-9]

62 G0021032 安部 賢 ローランギャロス
75.64

戸木 教夫

63 bye 戸木 教夫 61.63

64 G0000154 2 戸木 教夫 ジュエ・インドアテニス



D：2020 第8回四国オ－プンベテランテニス選手権大会

男子シングルス 65歳以上
登録No Seed Name 1R 2R 3R QF SF F

1 G0000755 1 鎌田 幸年 小金井市テニス連盟 鎌田 幸年

2 bye 鎌田 幸年

3 G0020305 峯 一士 FKTC 中川 福雄
63.62

4 G0019939 中川 福雄 三菱ケミカル
62.63

鎌田 幸年

5 G0019199 堀内 邦康 住友ゴム 堀内 邦康
61.64

6 G0019609 楢原 靜人 瀬戸スポーツクラブ
62.61

南口 健一

7 bye 南口 健一 60.62

8 G0001172 13～16 南口 健一 浜寺テニスクラブ 鎌田 幸年

9 G0014545 9～12 小堀 嘉朗 チームKワールド 小堀 嘉朗 62.61

10 bye 後藤 英文

11 G0023840 後藤 英文 ローランギャロ 後藤 英文
W.O

12 G0007404 黒田 学 浦和パークテニスクラブ
64.75

東原 篤

13 G0020937 安波 昭一郎 オレンジヒルテニスクラブ 小倉 秀
61.62

14 G0016718 小倉 秀 BASIS
W.O

東原 篤

15 bye 東原 篤 60.61

16 G0004509 5～8 東原 篤 イーストフィールド 鎌田 幸年

17 G0004725 3～4 中嶋 勤成 履正社学園専門学校 中嶋 勤成
63.16.[10-8]

18 bye 中嶋 勤成

19 G0017291 茂木 弘 リベロ 茂木 弘
60.61

20 G0021602 石川 克志 ロヴィング
60.61

中嶋 勤成

21 G0019360 茶木 孝雄 ファミリーテニスクラブ 赤毛 裕
62.64

22 G0015623 赤毛 裕 庭球工房
62.46.[10-5]

松居 正樹

23 bye 松居 正樹
57.63.[10-5]

24 G0004108 13～16 松居 正樹 岐阜ローンテニスクラブ 中嶋 勤成

25 G0001455 9～12 宮下 恒郎 清瀬市テニス協会 宮下 恒郎
16.61.[10-4]

26 bye 杉山 良一

27 G0017585 福澤 健次 サンランドロイヤルＴＣ 杉山 良一
61.75

28 G0001493 杉山 良一 東かがわ市テニス協会
W.O

小山 節司

29 G0009237 萩森 明 ミズキ 萩森 明
W.O

30 G0023648 矢藤 洋 パシフィック
63.62

小山 節司

31 bye 小山 節司 75.61 WINNER

32 G0016895 5～8 小山 節司 南青山高原テニスクラブ 鎌田 幸年

33 G0004124 5～8 田中 千春 海自呉 田中 千春 64.64

34 bye 田中 千春

35 G0022693 松田 勝則 ブーメラン 松田 勝則
60.75

36 G0021704 浦野 俊也 京都フレンドテニスクラブ
64.62

田中 千春

37 G0021542 浦谷 宏 クラレスポーツプラザ宝塚 塩山 泰
75.75

38 G0021069 塩山 泰 岡山ローンテニスクラブ
76(4).46.[10-3]

上村 和秋

39 bye 上村 和秋 61.62

40 G0013826 9～12 上村 和秋 とうかい 森下 誠

41 G0006640 13～16 森下 誠 ＴＰＫ 森下 誠
63.57.[12-10]

42 bye 森下 誠

43 G0018798 上牧 勝彦 奈良国際LTC 上牧 勝彦
61.61

44 G0022436 井手野下 治男 NNTC
60.61

森下 誠

45 G0020159 山根 宗一 熊野ローンテニスクラブ 北川 尚人
62.63

46 G0021394 北川 尚人 ダイハツ工業
64.61

北川 尚人

47 bye 浅井 有一郎
63.75

48 G0018665 3～4 浅井 有一郎 京王テニスクラブ 神山 好弘

49 G0013511 5～8 神山 好弘 キリウテニスクラブ 神山 好弘
67(7).64.[10-3]

50 bye 神山 好弘

51 G0022046 久保田 高生 ミズキ 久保田 高生
63.62

52 G0017914 久保川 勝幸 福山ロイヤルテニスクラブ
60.61

神山 好弘

53 G0019978 山名 邦夫 上本テニススクール 中村 祐一
63.57.[10-8]

54 G0009695 中村 祐一 AUT
62.60

持田 明広

55 bye 持田 明広 62.62

56 G0001394 9～12 持田 明広 法曹テニスクラブ 神山 好弘

57 G0019082 13～16 園山 尋三 パシフィック 園山 尋三
63.63

58 G0021072 田中 正彦 廿日市ローンテニスクラブ
63.64

園山 尋三

59 G0019342 安永 敏郎 三菱電機 伊丹 北川 彰
61.62

60 G0020461 北川 彰 横浜ガーデンテニスクラブ
62.36.[10-4]

大島 俊計

61 G0013726 斉藤 清隆 和泉テニスクラブ 斉藤 清隆
64.76(4)

62 G0021230 荒井 藤男 歌浦TC
61.61

大島 俊計

63 bye 大島 俊計
64.57.[10-8]

64 G0004672 2 大島 俊計 Ａ．Ａ．Ａ



D：2020 第8回四国オ－プンベテランテニス選手権大会

男子シングルス 70歳以上
登録No Seed Name 1R 2R 3R QF SF F

1 G0009635 1 宮地 俊樹 明治神宮外苑テニスクラブ 宮地 俊樹

2 bye 宮地 俊樹

3 G0021187 今井 伸 イースタンテニスクラブ 若山 晴洋
75.61

4 G0001850 若山 晴洋 サンランドロイヤルテニスクラブ
W.O

宮地 俊樹

5 G0015759 辻 昌延 奈良国際テニスクラブ 辻 昌延
62.64

6 G0019935 鈴木 孝平 大正セントラルテニスクラブ目白
63.75

比原 幸夫

7 G0022157 岡本 和三 いなげフラワーテニスクラブ 比原 幸夫
46.76(7).[10-6]

8 G0016240 13～16 比原 幸夫 三菱重工横浜
61.75

若林 庄司

9 G0020616 9～12 若林 庄司 三菱電機丸亀 若林 庄司
63.61

10 bye 若林 庄司

11 G0019010 上村 光廣 マリンテニスパーク北村 上村 光廣
60.75

12 G0008678 深見 栄司 神宮外苑テニスクラブ
76(6).63

若林 庄司

13 G0020429 竹島 正典 帝人松山テニスクラブ 竹島 正典
63.61

14 G0020044 清藤 道男 まんしゅう高級テニスクラブ
62.62

竹島 正典

15 bye 隅田 敏雄
62.63

16 G0021654 5～8 隅田 敏雄 東京ローンテニスクラブ 江原 良一

17 G0019572 3～4 中村 真治 ワカヤマテニススクール 中村 真治
62.75

18 bye 堀川 道夫

19 G0017400 堀川 道夫 流山グリーンテニスクラブ 堀川 道夫
W.O

20 G0001866 江藤 宏 阪急仁川テニスクラブ
60.61

江原 良一

21 G0001954 佐竹 秀一 草津ラケットクラブ 佐竹 秀一
61.62

22 G0018220 坂田 弘美 丸亀インドアテニスクラブ
60.60

江原 良一

23 bye 江原 良一
60.60

24 G0017249 13～16 江原 良一 岡山ローンテニスクラブ 江原 良一

25 G0009916 9～12 入倉 博 テニスカレッジラフ 入倉 博
61.63

26 bye 入倉 博

27 G0017961 近藤 秀憲 総武グリーンテニスクラブ 近藤 秀憲
75.61

28 G0020973 永瀬 卓夫 トップスライス
64.76(2)

入倉 博

29 G0004308 古津 和廣 天羽クリニックローンテニスクラブ 古津 和廣
76(7).61

30 G0006506 岩附 勝 新座ローンテニスクラブ
67(4).62.[10-5]

松本 正一

31 bye 松本 正一
61.60 WINNER

32 G0007827 5～8 松本 正一 ウエストグリーンテニスクラブ 江原 良一

33 G0002054 5～8 竹内 美史 南愛知テニスドーム 竹内 美史
64.20 RET

34 bye 竹内 美史

35 G0017935 前田 慶一 石神井ローンテニスクラブ 前田 慶一
63.32 RET

36 G0013048 佐藤 三郎 とうかい
62.64

竹内 美史

37 G0000923 岩本 良則 小田原ガ－デンテニスクラブ 新美 進
61.63

38 G0000159 新美 進 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞT.C
64.64

新美 進

39 bye 佐藤 義英
75.63

40 G0018598 9～12 佐藤 義英 リベロ 竹内 美史

41 G0020391 13～16 林 正一 BIWA TC 林 正一
36.64.[10-4]

42 G0021788 阿部 俊夫 岡山ローンテニスクラブ
61.64

田中 和男

43 G0017691 田中 和男 ちーむB 田中 和男
76(2).62

44 G0020448 竹沢 康政 ウエストグリーンテニスクラブ
36.61.[10-5]

吉田 滋

45 G0018540 早田 平 阪急仁川テニスクラブ 中村 行男
61.63

46 G0014970 中村 行男 日機装
61.60

吉田 滋

47 bye 吉田 滋
62.63

48 G0016404 3～4 吉田 滋 モリオトテニスクラブ 光武 誠

49 G0001517 5～8 阿部 欽亮 サンランドロイヤルTC 阿部 欽亮
76(3).36.[11-9]

50 bye 小池 健一

51 G0014860 小池 健一 プリムラ テニスクラブ 小池 健一
W.O

52 G0019536 鞘脇 正明 千葉県シニアテニスクラブ
26.64.[11-9]

光武 誠

53 G0016968 松岡 修 まほろばT-sch 水木 章
61.61

54 G0020438 水木 章 ミズキ
64.62

光武 誠

55 bye 光武 誠
64.61

56 G0015667 9～12 光武 誠 高松ローンテニスクラブ 光武 誠

57 G0018290 13～16 柳川 孝 オレンジヒルテニスクラブ 柳川 孝
46.61.[10-7]

58 G0018708 新田 和男 宝塚パブリックローンＴＣ
62.63

柳川 孝

59 G0022455 中沢 正美 いわきニュータウンテニス倶楽部 中沢 正美
63.64

60 G0015506 平嶋 賢治 高崎テニスクラブ
76(2).60

伊藤 裕

61 G0000993 吉田 整司 屋島テニスクラブ 松下 博美
62.36.[12-10]

62 G0018614 松下 博美 ローランギャロ
64.62

伊藤 裕

63 bye 伊藤 裕
60.61

64 G0019055 2 伊藤 裕 柏葉



D：2020 第8回四国オ－プンベテランテニス選手権大会

男子シングルス 75歳以上
登録No Seed Name 1R 2R QF SF F

1 G0013910 1 山口 幹夫 池田テニスクラブ 山口 幹夫

2 bye 山口 幹夫

3 G0019033 緒方 雄作 アメリカンテニスクラブ 冨山 忠男

62.60

4 G0019893 冨山 忠男 三菱電機神戸

60.60

山口 幹夫

5 G0013784 森 省吾 チームS.E.N 江口 正俊

63.64

6 G0014603 江口 正俊 名古屋ローンテニス倶楽部

63.61

江口 正俊

7 G0019108 鈴木 保美 京浜クラブ 亀野 正徳

16.63.[11-9]

8 G0018229 5～8 亀野 正徳 MITC

64.63

山口 幹夫

9 G0001227 3～4 福永 崇 ecole-f 福永 崇

63.63

10 G0018940 池田 兼機 甲子園テニスクラブ

64.63

福永 崇

11 G0001383 川中 保男 津奈木テニスクラブ 椿井 靖雄

61.64

12 G0016965 椿井 靖雄 芝谷中学PTAテニスクラブ

62.62

吉国 修平

13 G0001461 吉国 修平 三菱ガス化学 吉国 修平

76(3).67(3).[10-7]

14 G0015604 木下 忠良 町田ローンテニスクラブ

61.61

吉国 修平

15 G0010868 柴田 良一 バージュ 柴田 良一

61.75

WINNER

16 G0015355 5～8 岡戸 昌紀 南愛知テニスドーム

64.62

山口 幹夫

17 G0013895 5～8 佐藤 重勝 平安京テニスクラブ

75.64

18 G0007014 太田 不二雄 セントマリアホスピタル

N.P

中川 洋三

19 G0015601 中川 洋三 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 中川 洋三

W.O

20 G0020014 前田 猛夫 津幡町テニス協会

76(5).67(4).[10-6]

山口 建暉

21 G0016986 大西 昭治 上尾セントラル 山口 建暉

60.63

22 G0018104 山口 建暉 熊野ローンテニスクラブ

61.62

山口 建暉

23 bye 古土井 悠

62.61

24 G0013059 3～4 古土井 悠 西条ロイヤルテニスクラブ 山口 建暉

25 G0000084 5～8 若林 文雄 若林テニスクラブ 石丸 昭

W.O

26 G0018653 石丸 昭 松山ローンテニスクラブ

62.63

石丸 昭

27 G0012620 鍵山 彰男 石神井ローンテニスクラブ 醍醐 毅

W.O

28 G0000067 醍醐 毅 明治神宮外苑テニスクラブ

75.16.[10-8]

坂下 菊男

29 G0005449 三井 寿人 グリーンストーンヒルズテニスクラブ 三井 寿人

76(5).64

30 G0020794 歌田 豊 リョーコーTC

W.O

坂下 菊男

31 bye 坂下 菊男

63.63

32 G0012901 2 坂下 菊男 奈良国際テニスクラブ



D：2020 第8回四国オ－プンベテランテニス選手権大会

男子シングルス 80歳以上
登録No Seed Name 1R QF SF F

1 G0012000 1 松田 武弘 川西市ローンテニスクラブ 松田 武弘

2 bye 松田 武弘

3 G0012004 安陪 亨 木陽会 堀 吉弘

61.26.[16-14]

4 G0013687 堀 吉弘 倉敷ローンテニスクラブ

60.63

良元 英河

5 G0001454 3～4 良元 英河 テニスショップ・ピジョン 良元 英河

46.61.[10-8]

6 bye 良元 英河

7 G0012818 西 淳二 成城スクエアテニスクラブ 西 淳二

60.60

WINNER

8 G0018564 出浦 伸之助 殿山テニスガーデン

36.63.[10-4]

良元 英河

9 G0023636 菅谷 文雄 富士フィルム 吉澤 文人

36.61.[12-10]

10 G0013982 吉澤 文人 ロ－ランギャロ

W.O

吉澤 文人

11 bye 竹下 徳人

62.60

12 G0009586 3～4 竹下 徳人 JAEA 吉澤 文人

13 G0023550 長谷川 洌 富山県シニアテニス連盟 広田 元

64.76(5)

14 G0014316 広田 元 荏原SSC

62.63

矢野 良市

15 bye 矢野 良市

62.63

16 G0017191 2 矢野 良市 岩国ファミリーテニスクラブ



D：2020 第8回四国オ－プンベテランテニス選手権大会

女子シングルス 45歳以上
登録No Seed Name 1R QF SF F

1 L0012054 1 小林 美智子 カトレヤテニスガーデン鴻巣 小林 美智子

2 bye 橋本 知枝

3 L0018881 橋本 知枝 サニーサイドアップT・T 橋本 知枝

60.61

4 L0011922 川北 敦子 アイ・テニスクラブ

63.75

橋本 知枝

5 L0011780 3～4 岩本 淳子 ヴァルブランシュテニスクラブ 岩本 淳子

62.61

6 bye 岩本 淳子

7 bye 北江 美奈

W.O

WINNER

8 L0019493 北江 美奈 HOS KOSAKA

9 L0012607 奥野 博子 M's CLUB 奥野 博子

10 bye 貰田 圭子

11 bye 貰田 圭子

63.61

12 L0011995 3～4 貰田 圭子 栂美木多テニスクラブ 貰田 圭子

13 L0011369 中野 利香 ﾉｱ・ｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ 中野 利香

76(3) 60

14 bye 竹内 真由美

15 bye 竹内 真由美

62.60

16 L0012576 2 竹内 真由美 MTS大阪校カラバッシュテニススクール

橋本 知枝
62.61



D：2020 第8回四国オ－プンベテランテニス選手権大会

女子シングルス 50歳以上
登録No Seed Name 1R 2R QF SF F

1 L0008617 1 藤井 洋子 京王テニスクラブ 藤井 洋子

2 bye 藤井 洋子

3 L0012098 和田 広栄 阪神テニスショップ 和田 広栄

62.63

4 L0012350 今村 ひとみ SC アクトス

62.64

伊原 祐子

5 L0019808 坂井 恭子 ＭＲＡ・サザンクロスＴＣ 坂井 恭子

63.63

6 bye 伊原 祐子

7 bye 伊原 祐子

60.61

8 L0010092 5～8 伊原 祐子 サーラスポーツ 伊原 祐子

9 L0009561 3～4 牧野 恵子 サンランドロイヤルＴＣ 牧野 恵子

62.61

10 bye 牧野 恵子

11 L0010942 鈴木 悦子 TOPインドアステージ多摩 會田 美和子

64.75

12 L0010463 會田 美和子 下川井テニスクラブ

W.O

牧野 恵子

13 L0009553 平塚 香 高知一宮テニスクラブ 平塚 香

61.46.[10-3]

14 L0011088 笠原 昭子 O.P.A.tennis

63.36.[10-4]

平塚 香

15 bye 山下 佳子

62.61

WINNER

16 L0011484 5～8 山下 佳子 葉山テニスクラブ 大森 葉子

17 L0018513 5～8 西川 加奈子 葉山テニスクラブ 西川 加奈子

64.60

18 bye 西川 加奈子

19 L0018361 長谷井 時代 MRA・サザンクロスTC 浅野 正子

76(6).64

20 L0010885 浅野 正子 美原の森TG

60.63

松村 さおり

21 L0011915 沢登 真紀子 諸の木テニスクラブ 加藤 みどり

61.60

22 L0010097 加藤 みどり 横浜スポーツマンクラブ

W.O

松村 さおり

23 bye 松村 さおり

62.64

24 L0010514 3～4 松村 さおり 東京ウエルネス 大森 葉子

25 L0009997 5～8 野本 洋子 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 野本 洋子

61.62

26 bye 野本 洋子

27 bye 土谷 水帆子

61.60

28 L0012783 土谷 水帆子 千代田区テニス協会 大森 葉子

29 L0018963 遠藤 英子 リバティクロス 遠藤 英子

46.64.[10-5]

30 L0012039 鈴木 玲子 相模原グリーンテニスクラブ

W.O

大森 葉子

31 bye 大森 葉子

61.60

32 L0009559 2 大森 葉子 シャープ



D：2020 第8回四国オ－プンベテランテニス選手権大会

女子シングルス 55歳以上
登録No Seed Name 1R 2R QF SF F

1 L0006389 1 河辺 美枝 巧庭球塾 河辺 美枝

2 bye 河辺 美枝

3 L0011631 村木 真弓 カクテル企画 村木 真弓

60.60

4 L0018860 築山 治美 巧庭球塾.

75.61

河辺 美枝

5 L0011677 高井 未美 紙敷TC 藤井 繁子

60.60

6 L0011049 藤井 繁子 鎌倉宮カントリーテニスクラブ

62.63

西村 倫子

7 L0010394 西村 倫子 一宮テニスクラブ 西村 倫子

62.61

8 L0006901 5～8 一色 智美 明治神宮外苑テニスクラブ

64.46.[10-5]

河辺 美枝

9 L0004975 3～4 佐々木 絵里 目黒テニスクラブ 佐々木 絵里

60.60

10 bye 佐々木 絵里

11 L0019439 赤木 美子 テニスクラブＡＲＴ 藤城 治美

57.62.[10-7]

12 L0004893 藤城 治美 ふくいテニスクラブ

63.62

佐々木 絵里

13 L0012672 三角 てるみ 登戸サンライズTC 三角 てるみ

62.63

14 L0002822 藤山 陽子 O’Z

W.O

徳田 聡美

15 bye 徳田 聡美

62.61

16 L0010197 5～8 徳田 聡美 宝塚パブリックローンTC

17 L0012173 5～8 原田 佳江 TEAM MARS 原田 佳江

18 bye 原田 佳江

19 L0008476 矢野 真弓 ユニバー神戸テニス倶楽部 松澤 登喜子

26.64.[12-10]

20 L0009454 松澤 登喜子 NPO忠岡町庭球連盟

62.62

岩本 由美子

21 L0007928 眞田 美樹 福山市職労連合硬式テニス部 眞田 美樹

64.64

22 L0003480 三堀 美幸 足柄ローンテニスクラブ

61.64

岩本 由美子

23 bye 岩本 由美子

46.63.[10-8]

24 L0011658 3～4 岩本 由美子 エスタインドアテニスステージ 才木 みどり

25 L0010304 5～8 才木 みどり 明治神宮外苑テニスクラブ 才木 みどり

60.62

26 L0019372 備中 美恵 テニスクラブART

62.63

才木 みどり

27 L0007895 林 由佳子 徳島ローンテニスクラブ 林 由佳子

75.62

28 L0008952 森井 偉久子 三庭会

60.60

才木 みどり

29 L0019729 合田 明代 チームラビット 合田 明代

64.64

30 L0019607 旗田 道子 ガーデングリーンテニスクラブ

W.O

石田 京子

31 bye 石田 京子

60.60

32 L0010489 2 石田 京子 京都市テニス協会

WINNER

河辺 美枝
60.61



D：2020 第8回四国オ－プンベテランテニス選手権大会

女子シングルス 60歳以上
登録No Seed Name 1R 2R QF SF F

1 L0001218 1 佐谷 眞理 ミズノ 佐谷 眞理

2 bye 佐谷 眞理

3 L0005696 富山 千恵子 横浜ガーデンテニスクラブ 尾上 重世

60.63

4 L0008346 尾上 重世 パインテニスクラブ

62.63

佐谷 眞理

5 L0004360 青木 明美 Y.S.C. 青木 明美

75.63

6 L0018704 井上 伊都子 新座ローンテニスクラブ

W.O

青木 明美

7 bye 山田 礼子

46.62.[10-7]

8 L0006082 5～8 山田 礼子 明治神宮外苑テニスクラブ 佐谷 眞理

9 L0008059 3～4 山川 知枝 芦屋国際ローンテニスクラブ 山川 知枝

62.61

10 bye 山川 知枝

11 L0012058 坂本 宏美 国立スポーツ科学センター 加藤 純子

61.61

12 L0010966 加藤 純子 チェリーテニスクラブ

62.46.[10-6]

山川 知枝

13 L0010661 西村 美早子 星和高原テニスクラブ 西村 美早子

64.61

14 L0012637 長谷 裕子 ヤナギ

60.60

西村 美早子

15 bye 山本 博子

46.61.[11-9]

WINNER

16 L0012727 5～8 山本 博子 サンランドロイヤルテニスクラブ 佐谷 眞理

17 L0006824 5～8 若松 美雪 大井町ファミリーテニスクラブ 若松 美雪

63.60

18 bye 若松 美雪

19 L0003642 清水 まゆみ リーファTG 土屋 純子

61.64

20 L0011244 土屋 純子 なかもずローンテニスクラブ

75.76(2)

村上 佳子

21 L0018637 上野 恭子 T.Volcano 相田 玲子

76(5).62

22 L0011826 相田 玲子 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ

64.16.[10-7]

村上 佳子

23 bye 村上 佳子

61.63

24 L0000066 3～4 村上 佳子 東急あざみ野テニスガーデンTC 大塚 由弥子

25 L0010539 5～8 坪井 貴美子 鶴見緑地M.T.S 坪井 貴美子

63.64

26 bye 坪井 貴美子

27 L0019241 原 元子 芦屋国際ローンテニスクラブ 渋谷 英津子

63.62

28 L0009215 渋谷 英津子 アイテニスクラブ

26.63.[11-9]

大塚 由弥子

29 L0019676 窪田 裕子 長岡蒼柴SCTA 細川 知恵

62.76(4)

30 L0010499 細川 知恵 明治神宮外苑テニスクラブ

63.64

大塚 由弥子

31 bye 大塚 由弥子

62.76(3)

32 L0003715 2 大塚 由弥子 あさかファミール



D：2020 第8回四国オ－プンベテランテニス選手権大会

女子シングルス 65歳以上
登録No Seed Name 1R 2R QF SF F

1 L0005149 1 若槻 よし子 テニスガーデン レニックス 若槻 よし子

2 bye 浅田 よし子

3 L0008975 森谷 満寿江 葉山テニスクラブ 浅田 よし子

60.62

4 L0008490 浅田 よし子 アクトスポーツクラブ

62.62

浅田 よし子

5 L0018955 川上 恵津子 UPS 川上 恵津子

26.63.[10-3]

6 bye 柏本 照子

7 bye 柏本 照子

61.60

8 L0006222 5～8 柏本 照子 ＢＩＷＡ ＴＣ 芦垣 叔子

9 L0010408 3～4 芦垣 叔子 横浜スポーツマンクラブ 芦垣 叔子

62.61

10 bye 芦垣 叔子

11 L0008183 住野 幸美 池田テニスクラブ 住野 幸美

62.60

12 L0004068 寺坂 玲子 箕面市テニス協会

60.60

芦垣 叔子

13 L0012021 山元 友子 クラブハウスイワキリ 横山 美恵子

62.61

14 L0004398 横山 美恵子 あさきTC

60.63

小林 明美

15 bye 小林 明美

61.36.[10-7]

WINNER

16 L0012404 5～8 小林 明美 茨城レディース 芦垣 叔子

17 L0004727 5～8 松岡 真理子 松本テニス協会 松岡 真理子

76(4).64

18 bye 松岡 真理子

19 bye 元地 美子

61.60

20 L0007424 元地 美子 KPI 松岡 真理子

21 L0010671 山本 絹代 天王山倶楽部 山本 絹代

62.62

22 L0006590 佐藤 博子 鎌倉ローンテニスクラブ

75.62

中井 佳代子

23 bye 中井 佳代子

64.61

24 L0003938 3～4 中井 佳代子 和歌山グリーンテニスクラブ 松岡 真理子

25 L0012581 5～8 金丸 君子 リバーサイドＴ．Ｃ 金丸 君子

63.62

26 bye 金丸 君子

27 bye 荻原 昌子

61.46.[10-6]

28 L0003078 荻原 昌子 ラポームあすなろラケットクラブ 山下 美智恵

29 L0009208 北浜 佳代子 サンランドロイヤルテニスクラブ 北浜 佳代子

16.62.[10-8]

30 L0011350 今西 量子 四の宮TC

62.60

山下 美智恵

31 bye 山下 美智恵

67(7).64.[10-5]

32 L0007322 2 山下 美智恵 横浜ガーデンテニスクラブ



D：2020 第8回四国オ－プンベテランテニス選手権大会

女子シングルス 70歳以上
登録No Seed Name 1R 2R QF SF F

1 L0003418 1 長尾 文子 荏原SSC 長尾 文子

2 bye 山下 英子

3 L0006787 村上 久美子 ビックK立野テニスクラブ 山下 英子

46.62.[10-7]

4 L0000807 山下 英子 日本製鉄八幡

60.62

栗原 郁子

5 L0009009 池村 光枝 神戸ローンテニスクラブ 栗原 郁子

75.64

6 L0000416 栗原 郁子 札幌LTC

60.61

栗原 郁子

7 bye 田辺 悦子

62.26.[10-5]

8 L0005456 5～8 田辺 悦子 ウッドテニス 多羅尾 清子

9 L0001606 3～4 多羅尾 清子 高井戸ダイヤモンドTC 多羅尾 清子

62.26.[10-7]

10 bye 多羅尾 清子

11 L0009272 栗原 裕子 武蔵野ローンテニスクラブ 栗原 裕子

62.63

12 L0006542 小田 啓子 イーストフィールド

60.60

多羅尾 清子

13 L0004156 加藤 啓子 名古屋ローンテニス倶楽部 加藤 啓子

76(3).61

14 L0005164 新沼 美智代 神崎

75.62

淺井 菊江

15 L0018495 淺井 菊江 コパンTS 淺井 菊江

62.46.[11-9]

16 L0000880 5～8 角原 京子 岡大教職員T.T

64.46.[10-5]

竹島 哲子

17 L0007090 5～8 織田 美代子 名古屋ローンテニス倶楽部 織田 美代子

62.62

18 L0009775 今井 美知子 イースタンテニスクラブ

W.O

諸江 博子

19 L0018878 川北 啓子 オリーブ 諸江 博子

63.64

20 L0007884 諸江 博子 ウッドテニス

75.64

諸江 博子

21 L0005700 松林 綾子 武蔵野ローンテニスクラブ 松林 綾子

46.62.[10-7]

22 L0006157 岡野 光子 ハロースポーツ

60.60

山本 佳代

23 bye 山本 佳代

64.62

24 L0001776 3～4 山本 佳代 大正セントラルTC目白 竹島 哲子

25 L0002904 5～8 小林 のり子 神崎 小林 のり子

61.62

26 L0009401 伊藤 由美子 東京グリーンテニスクラブ

64.75

小林 のり子

27 L0010930 秦 裕子 ﾛｲﾔﾙII 秦 裕子

62.64

28 L0004776 谷口 恵里子 サンランドロイヤルテニスクラブ

60.61

竹島 哲子

29 L0006890 竹島 哲子 帝人松山テニスクラブ 竹島 哲子

62.61

30 L0002835 八尾村 純子 田園テニス倶楽部

63.61

竹島 哲子

31 bye 中島 小波

75.64

32 L0001928 2 中島 小波 明治神宮外苑テニスクラブ

WINNER



D：2020 第8回四国オ－プンベテランテニス選手権大会

女子シングルス 75歳以上
登録No Seed Name 1R SF F

1 L0005499 1 土橋 クミ 北海道 千歳テニス協会 土橋 クミ

2 bye 土橋 クミ

3 L0005539 早川 弘子 ウイッシュ 板野 陽子

63.16.[10-5]

WINNER

4 L0004487 板野 陽子 ガーデングリーンテニスクラブ

61.62

垪和 友望

5 L0009193 小倉 幸恵 BASIS 小倉 幸恵

63.60

6 bye 垪和 友望

7 bye 垪和 友望

61.61

8 L0012035 2 垪和 友望 芦屋国際ローンテニスクラブ



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



D：2020 第8回四国オ－プンベテランテニス選手権大会

女子ダブルス 50歳以上
登録No Seed Name 1R F

1 L0018466 1 犬嶋 智美 PROGRESS

L0010584 伊藤 里恵 トリプルF 牧野 恵子/大森 葉子

2 L0009561 牧野 恵子 サンランドロイヤルＴＣ

62 46.[12-10]

WINNER

L0009559 大森 葉子 シャープ 牧野 恵子/大森 葉子

3 L0008483 佐藤 芳香 ミズノ藤沢テニスプラザ

16 61.[12-10]

L0008482 ヘルナンデス 薫 荏原湘南スポーツセンター 佐藤 芳香/ヘルナンデス 薫

4 L0010097 加藤 みどり 横浜スポーツマンクラブ

W.O

L0011306 岡部 智子 サンランドロイヤルテニスクラブ



D：2020 第8回四国オ－プンベテランテニス選手権大会

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

1 L0003702 1 岡部 恵理子 高井戸ダイアモンドスポーツTS

L0004260 雨川 あふみ 高松ローンテニスクラブ 岡部 恵理子/雨川 あふみ

2 L0007895 林 由佳子 徳島ローンテニスクラブ

64.60

L0012659 北岡 朋子 西条ロイヤルTC 岡部 恵理子/雨川 あふみ

3 L0019111 加古 千佳 ユニバー神戸

61.62

L0019431 田中 藤美 ユニバー神戸 加古 千佳/田中 藤美

4 L0010394 西村 倫子 一宮テニスクラブ

76(4).62

L0012563 山口 早百合 ＹＣＣ 橋口 客子/八ツ橋 幸代

5 L0004109 3～4 橋口 客子 ミズノテニスプラザ藤沢

60 63

L0003626 八ツ橋 幸代 わくわくテニス 橋口 客子/八ツ橋 幸代

6 L0006502 髙橋 利子 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ

63.60

L0010016 月本 聖子 東宝調布テニスクラブ 橋口 客子/八ツ橋 幸代

7 L0010197 徳田 聡美 宝塚パブリックローンTC

64.61

L0012357 増田 美雪 三和TS 徳田 聡美/増田 美雪

8 L0018850 酒井 美佳子 ユニバー神戸テニス倶楽部

64.16.[10-7]

WINNER

L0008379 安田 留里子 ITC京都西テニスクラブ

9 L0019269 畑佐 順子 横浜スポーツマンクラブ

L0019278 阿部 仁美 横浜スポーツマンクラブ 畑佐 順子/阿部 仁美

10 L0007015 市川 哲美 高松ローンテニスクラブ

61.06.[13-11]

L0007989 澤野 美央子 明治神宮外苑テニスクラブ 川口 知子/下田 佐知

11 L0008476 矢野 真弓 ユニバー神戸テニス倶楽部

62.61

L0019607 旗田 道子 ガーデングリーンテニスクラブ 川口 知子/下田 佐知

12 L0019331 3～4 川口 知子 Vassie

W.O

L0010664 下田 佐知 京都市テニス協会 河辺 美枝/垣内 清美

13 L0010875 川崎 佳香 Tennis bonbon

63 62

L0004504 永川 寿子 福山市職労硬式テニスクラブ 川崎 佳香/永川 寿子

14 L0003480 三堀 美幸 足柄ローンテニスクラブ

76(5).75

L0011049 藤井 繁子 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 河辺 美枝/垣内 清美

15 L0012173 原田 佳江 TEAM MARS

61.60

L0011631 村木 真弓 カクテル企画 河辺 美枝/垣内 清美

16 L0006389 2 河辺 美枝 巧庭球塾

64.61

L0010989 垣内 清美 福井テニスクラブ

河辺 美枝/垣内 清美

63 62



D：2020 第8回四国オ－プンベテランテニス選手権大会

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

1 L0001218 1 佐谷 眞理 ミズノ

L0000066 村上 佳子 東急あざみ野テニスガーデンTC 佐谷 眞理 / 村上 佳子

2 bye

bye 佐谷 眞理 / 村上 佳子

3 L0012621 田村 祐子 高松ローンテニスクラブ

62 64

L0012274 石原 房子 テニスクラブART 田村 祐子/石原 房子

4 L0006063 伊達 規子 徳秀苑庭球倶楽部

76(4).64

L0010044 相山 芳美 Vassie 花房 るり子/山口 俊子

5 L0003830 3～4 炭谷 綾子 上尾セントラルテニスクラブ

62 63

L0006843 松田 恵美子 浦和パークテニスクラブ 炭谷 綾子/松田 恵美子

6 L0019241 原 元子 芦屋国際ローンテニスクラブ

62.62

L0010966 加藤 純子 チェリーテニスクラブ 花房 るり子/山口 俊子

7 L0000761 花房 るり子 ガーデングリーンテニスクラブ

62 60

L0008637 山口 俊子 TS奈良 花房 るり子/山口 俊子

8 L0010539 坪井 貴美子 鶴見緑地M.T.S

60.62

WINNER

L0018637 上野 恭子 T.Volcano

9 L0004360 青木 明美 Y.S.C.

L0003715 大塚 由弥子 あさかファミール 青木 明美/大塚 由弥子

10 L0011065 風呂本 理矢 Tension

61.60

L0018895 藤井 理恵子 ケセラ 青木 明美/大塚 由弥子

11 L0009371 伊藤 芳子 YSC

62 63

L0010830 南 弘子 A・CUBEテニスクラブ 山川 知枝/中川 まみ

12 L0008059 3～4 山川 知枝 芦屋国際ローンテニスクラブ

75.46.[10-7]

L0004408 中川 まみ Tennis bonbon 青木 明美/大塚 由弥子

13 L0008346 尾上 重世 パインテニスクラブ

61.61

L0003753 多田 皆子 チームアソシエ 尾上 重世/多田 皆子

14 L0005696 富山 千恵子 横浜ガーデンテニスクラブ

76(5).61

L0012727 山本 博子 サンランドロイヤルテニスクラブ 山田 礼子/幅 明美

15 L0004984 山田 博子 東宝調布テニスクラブ

64 46.[10-6]

L0008984 越後 克子 東宝調布テニスクラブ 山田 礼子/幅 明美

16 L0006082 2 山田 礼子 明治神宮外苑テニスクラブ

60.63

L0002936 幅 明美 川崎重工

青木 明美/大塚 由弥子

63 16.[10-6]



D：2020 第8回四国オ－プンベテランテニス選手権大会

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

1 L0007322 1 山下 美智恵 横浜ガーデンテニスクラブ

L0012244 日野原 暁美 ファミリーテニスクラブ 山下 美智恵 / 日野原 暁美

2 bye

bye 山下 美智恵 / 日野原 暁美

3 L0009123 森田 優子 サンランドロイヤルテニスクラブ

62 57.[10-6]

L0000901 田口 裕子 ユニバー神戸 森田 優子/田口 裕子

4 L0005127 段 幸代 徳秀苑庭球倶楽部

62.61

L0007148 中島 孝子 ＯＪＭ 山下 美智恵 / 日野原 暁美

5 L0001943 3～4 山谷 典子 ジョイフルアスレティッククラブ

63.62

L0011487 岩田 祐加子 テニスプラザＹＡＯ 山谷 典子/岩田 祐加子

6 L0000086 渡辺 永海 東急あざみ野テニスガーデンTC

60.63

L0004194 角田 啓子 関町ローン 柏本 照子/牛道 タキ子

7 L0019933 横山 町子 SEPIA

75 36.[10-3]

小笠原 美紀 YCC 柏本 照子/牛道 タキ子

8 L0006222 柏本 照子 ＢＩＷＡ ＴＣ

64.76(4)

WINNER

L0010002 牛道 タキ子 三和テニスクラブ

9 L0003938 中井 佳代子 和歌山グリーンテニスクラブ

L0002666 日谷 裕子 多田ハイグリーンT.C 中井 佳代子/日谷 裕子

10 L0002606 大坪 雅子 徳秀苑庭球倶楽部

64.76(4)

L0000308 飽浦 睦子 モリタテニス企画 横山 美恵子/山崎 文子

11 L0000885 中村 直子 松田テニス塾

75 63

L0012485 吉田 佳古 石神井ローンテニスクラブ 横山 美恵子/山崎 文子

12 L0004398 3～4 横山 美恵子 あさきTC

75.62

L0000439 山崎 文子 ライジング 横山 美恵子/山崎 文子

13 L0008183 住野 幸美 池田テニスクラブ

64 26.[10-6]

L0000922 平田 貴子 TEAM MARS 川瀬 啓子/中原 倫子

14 L0005807 川瀬 啓子 チームウエンズ

62.61

L0009789 中原 倫子 黄檗台テニスクラブ 工藤 桂子 / 谷中 敬子

15 bye

75 76(3)

bye 工藤 桂子 / 谷中 敬子

16 L0000065 2 工藤 桂子 水戸グリーンテニスクラブ

L0007133 谷中 敬子 甲子園Ｔ．Ｃ

山下 美智恵 / 日野原 暁美

62.62



D：2020 第8回四国オ－プンベテランテニス選手権大会

女子ダブルス 70歳以上
登録No Seed Name 1R 2R QF SF F

1 L0001928 1 中島 小波 明治神宮外苑テニスクラブ

L0001105 栗田 恵子 杜の宮テニスクラブ 中島 小波 / 栗田 恵子

2 bye

bye 中島 小波 / 栗田 恵子

3 L0005164 新沼 美智代 神崎
61.60

L0007090 織田 美代子 名古屋ローンテニス倶楽部 新沼 美智代/織田 美代子

4 L0000807 山下 英子 日本製鉄八幡
63.75

L0005460 真鍋 泰子 チーム真魚 中島 小波 / 栗田 恵子

5 L0006787 村上 久美子 ビックK立野テニスクラブ
61.60

L0019185 島川 弘子 八王子アイビーテニスクラブ 村上 久美子 / 島川 弘子

6 bye

bye 村上 久美子 / 島川 弘子

7 bye
W.O

bye 古賀 日寿好 / 原田 安子

8 L0019865 5～8 古賀 日寿好 阪急仁川テニスクラブ

L0004201 原田 安子 千間台テニスクラブ 中島 小波 / 栗田 恵子

9 L0018495 3～4 淺井 菊江 コパンTS
60.62

L0010507 小谷 美恵子 葉山テニスクラブ 淺井 菊江 / 小谷 美恵子

10 bye

bye 八尾村 純子 / 諸江 博子

11 bye
67(4).64.[10-0]

bye 八尾村 純子 / 諸江 博子

12 L0002835 八尾村 純子 田園テニス倶楽部

L0007884 諸江 博子 ウッドテニス 八尾村 純子 / 諸江 博子

13 L0010930 秦 裕子 ﾛｲﾔﾙII
63.36.[10-6]

L0003524 中島 郁代 善福寺公園テニスクラブ 秦 裕子 / 中島 郁代

14 bye

bye 中村 和子 / 斉藤 慈子

15 bye
76(5).75

bye 中村 和子 / 斉藤 慈子

16 L0007508 5～8 中村 和子 サントピアテニスクラブ WINNER

L0001560 斉藤 慈子 神崎

17 L0009733 5～8 豊泉 礼子 田園テニスクラブ(東京都)

L0009127 松井 みどり 田園テニスクラブ(東京都) 豊泉 礼子 / 松井 みどり

18 bye

bye 豊泉 礼子 / 松井 みどり

19 bye
61.61

bye 加藤 啓子 / 池村 光枝

20 L0004156 加藤 啓子 名古屋ローンテニス倶楽部

L0009009 池村 光枝 神戸ローンテニスクラブ 豊泉 礼子 / 松井 みどり

21 L0007218 槍田 真理子 関町ローンテニスクラブ
46.60.[12-10]

L0000063 畑 美恵子 関町ローンテニスクラブ 槍田 真理子 / 畑 美恵子

22 bye

bye 槍田 真理子 / 畑 美恵子

23 bye
57.62.[10-5]

bye 田辺 悦子 / 多羅尾 清子

24 L0005456 3～4 田辺 悦子 ウッドテニス

L0001606 多羅尾 清子 高井戸ダイヤモンドTC 豊泉 礼子 / 松井 みどり

25 L0008386 5～8 細江 幸子 ルネサンス鷹之台テニスクラブ
62.64

L0000062 佐藤 まり子 あたごテニスクラブ 細江 幸子 / 佐藤 まり子

26 bye

bye 栗原 郁子 / 神宮寺 恵子

27 bye
63.63

bye 栗原 郁子 / 神宮寺 恵子

28 L0000416 栗原 郁子 札幌LTC

L0019034 神宮寺 恵子 テニスクラブＡＲＴ 橋本 早苗 / 只隈 悦子

29 L0009401 伊藤 由美子 東京グリーンテニスクラブ
62.75

L0002904 小林 のり子 神崎 伊藤 由美子/小林 のり子

30 L0004652 樋山 幸恵 万博テニスガーデン
75.61

L0011962 稲田 ひろ子 ITC京都西 橋本 早苗 / 只隈 悦子

31 bye
64.62

bye 橋本 早苗 / 只隈 悦子

32 L0009268 2 橋本 早苗 楠クラブ

L0000037 只隈 悦子 相模原グリーンテニスクラブ

中島 小波 / 栗田 恵子

62 75


