
C：第67回 四国テニス選手権大会

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

1 G0022563 1 岡山県 石川 昌平 石川TC 石川 昌平

2 G0021869 滋賀県 西井 寿和 N.T.P

61 61

石川 昌平

3 G0022914 東京都 牧野 正洋 JITC 中林 宏彰

62 63

4 G0021983 徳島県 中林 宏彰 ラ・ポームテニスクリエイト

W.O

柴田 圭

5 G0021017 3～4 大阪府 柏 賢太郎 tennis egg 柏 賢太郎

W.O

6 G0019229 千葉県 齋藤 聡 足利ラヴ・オール

62 61

柴田 圭

7 G0023075 広島県 柴田 圭 ルネサンス広島 柴田 圭

64 61

WINNER

8 G0015507 兵庫県 蒲池 大治郎 コープこうべ協同学苑テニススクール

76(1) 60

尾崎 陽

9 G0021018 大阪府 藤井 雅之 ＴＳ奈良ＴＣ 辻本 万里

64 64

10 G0022798 兵庫県 辻本 万里 ノアインドアステージ

W.O

井山 浩二

11 G0018463 広島県 水本 努 中国電力Ｔ・Ｃ 井山 浩二

W.O

12 G0020669 3～4 大阪府 井山 浩二 ルーセントテニスクラブ豊中

62 62

尾崎 陽

13 G0022787 滋賀県 伊藤 俊宏 Team AATP 尾崎 陽

63 67(2) 10-7

14 G0020529 神奈川県 尾崎 陽 ダンロップインドアテニススクール根岸

16 63 10-4

尾崎 陽

15 G0022364 東京都 稲野 亘 フォレスト柏センター

W.O

16 G0022425 2 岐阜県 沖 健太 Win Tennis

Not Played



C：第67回 四国テニス選手権大会

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

1 G0017333 1 岡山県 仲間 裕記 備前市役所 仲間 裕記

2 bye

   

仲間 裕記

3 G0022529 東京都 菊地 俊介 大森テニスクラブ 菊地 俊介

63 60

4 G0020088 兵庫県 田澤 義博 甲風園テニスTS

W.O

仲間 裕記

5 G0018348 3～4 大阪府 井上 修一 大阪ガス 藤原 高行

64 61

6 G0021737 東京都 藤原 高行 大正セントラルテニスクラブ目白

W.O

釘田 悦男

7 G0018960 大阪府 藤原 高之 アイ・テニスクラブ 釘田 悦男

62 63

WINNER

8 G0022369 兵庫県 釘田 悦男 サンランドロイヤルTC

75 61

中島 伸吾

9 G0017676 大阪府 塚本 将二 tennis egg 伊佐 真介

64 60

10 G0020779 愛媛県 伊佐 真介 ミズキ

W.O

中西 宏介

11 G0019286 東京都 岩崎 滋樹 スポーツラーニング 中西 宏介

W.O

12 G0017720 3～4 京都府 中西 宏介 Hankees

76(6) 64

中島 伸吾

13 G0018346 兵庫県 江藤 宏文 サニーサイドアップTT 松岡 洋二

62 60

14 G0019418 香川県 松岡 洋二 トキワテニスクラブ

16 75 10-4

中島 伸吾

15 G0021493 大分県 西 昌英 ファーストTC 中島 伸吾

61 61

16 G0019466 2 高知県 中島 伸吾 タカミ

62 60



C：第67回 四国テニス選手権大会

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

1 G0016012 1 徳島県 林 由祐 Ｏ.Ｐ.Ａ.tennis 林 由祐

2 G0021440 兵庫県 野村 隆二 ノアインドアステージ宝塚

64 62

林 由祐

3 G0018532 栃木県 津浦 隆之 フィナリスタ 新田 昌弘

62 63

4 G0019589 愛媛県 新田 昌弘 土曜倶楽部

W.O

林 由祐

5 G0016110 3～4 大阪府 永山 健 ＴＳ奈良テニスクラブ 頼永 学和

62 64

6 G0018128 愛媛県 頼永 学和 大洲ローンテニスクラブ

64 61

頼永 学和

7 G0001472 兵庫県 中本 九邦 ダイハツ工業（株） 中本 九邦

61 64

WINNER

8 G0022376 大阪府 有浦 太郎 IBIDEN

63 60

塚岡 武

9 G0021627 (補欠) 兵庫県 辻　一郎 テニスプラザ尼崎 辻　一郎

61 75

10 G0014659 東京都 松堂 浩士 台東区テニス協会

W.O

武藤 哲哉

11 G0017819 千葉県 武藤 哲哉 東京ＹＭＣＡテニススクール 武藤 哲哉

60 60

12 G0020193 3～4 東京都 吉見 信孝 京王テニスクラブ

W.O

塚岡 武

13 G0016805 徳島県 森川 昌則 テニスアリーナガーデン 森川 昌則

61 60

14 G0020439 東京都 宮本 泰俊 スポーツラーニング

W.O

塚岡 武

15 G0020681 神奈川県 金丸 恭弘 テニスプラザ戸塚 塚岡 武

61 60

16 G0017520 2 愛媛県 塚岡 武 愛媛県庁ＴＣ

W.O

【補欠】
1.中原 誠（みなみ坂テニススクール）辞退
2.辻 一郎（テニスプラザ尼崎）繰り上がり
3.渡部 修（ひばりが丘新豊テニスクラブ）
4.石丸 淳一（ルネサンス広島東千田）辞
退
5.加藤 卓（ＩＢＩＤＥＮ）辞退

【欠場】
9.川口弘嗣（筑紫野ローンテニスクラブ）



C：第67回 四国テニス選手権大会

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

1 G0016468 1 奈良県 岩佐 武則 TS奈良テニスクラブ 廣岡 和彦

2 G0021623 大分県 廣岡 和彦 ファーストT・C

W.O

岡本 伸吾

3 G0016847 奈良県 津田 真一郎 ルーセントテニスクラブ奈良 岡本 伸吾

75 30RET

4 G0022415 兵庫県 岡本 伸吾 Bazooka

W.O

登山 俊教

5 G0021897 神奈川県 登山 俊教 Ales Meister 登山 俊教

63 75

6 G0022432 兵庫県 鈴木 浩二 レインボーTS都島

60 60

登山 俊教

7 G0004911 静岡県 河内 幾生 駿河台LTC 森 充隆

63 76(6)

8 G0022373 （補欠） 香川県 森 充隆 TPK

62 76(6)

市丸 勝之

9 G0014905 3～4 神奈川県 水主 直人 あわっこくらぶ 水主 直人

75 64

10 G0021487 大阪府 畑 哲郎 サンランドロイヤルテニスクラブ

57 60 10-5

市丸 勝之

11 G0020930 兵庫県 市丸 勝之 S-SHOT 市丸 勝之

61 61

12 G0015764 島根県 乾 建作 GIOCO

62 36 10-7

市丸 勝之

13 G0015714 大阪府 篠原 政晴 コスパ光明池TG 篠原 政晴

64 63

14 G0021912 大阪府 松田 茂 タック桃山

63 75

青山 裕

15 G0018905 神奈川県 永田 美智夫 庭球工房 青山 裕

61 62

WINNER

16 G0014768 5～8 広島県 青山 裕 Ｊ’ｓｏｎｓ

62　60

市丸 勝之

17 G0015948 5～8 東京都 矢野 克彦 横浜ガーデンテニスクラブ 矢野 克彦

75 46 10-6

18 G0005047 兵庫県 土屋 達郎 ユニバ－神戸テニス倶楽部

60　62

矢野 克彦

19 G0017615 岡山県 上東 宏之 ＪＦＴＣ津山 上東 宏之

64 63

20 G0022384 愛媛県 川崎 哲朗 松山ローンテニスクラブ

76(6) 62

齋藤 博

21 G0022449 （補欠） 埼玉県 井上 晋 坂戸市役所 宮本 昭雄

63 64

22 G0020389 東京都 宮本 昭雄 Ｅｌｄｏ.ｒａ.ｄｏ

60 61

齋藤 博

23 G0017772 東京都 齋藤 博 BLUE LIGHTNING 齋藤 博

62 61

24 G0018902 3～4 大阪府 山本 健司 池田市テニス協会

36 62 7-7RET

齋藤 博

25 G0013095 5～8 京都府 梅川 和哉 コスパ光明池TG 梅川 和哉

60 60

26 G0019986 神奈川県 坂本 明 グラムスリー

W.O

中村 寛幸

27 G0020778 岡山県 前川 尚弘 Every TC 中村 寛幸

46 76 10-8

28 G0019374 兵庫県 中村 寛幸 R３！

64 61

中村 寛幸

29 G0021021 兵庫県 酒井 高保 サンランドロイヤルテニスグラブ 土屋 光正

36 64 10-8

30 G0004061 広島県 土屋 光正 MRA・サザンクロスT.C

75 61

土屋 光正

31 G0016678 （補欠） 徳島県 西岡 弘幸 classy 石井 孝次郎

16 62 10-5

32 G0015802 2 東京都 石井 孝次郎 博報堂

63 61

【欠場】
31.古家 丈尚（BLAX）
21.鈴木 総一郎（三菱東京ＵＦＪ銀行）
【補欠】
1.西岡 弘幸（classy）繰り上がり
2.井上 晋（坂戸市役所）繰り上がり
3.細原 秀郎（TeamCan）辞退
4.森 充隆（TPK）繰り上がり
5.加藤 晴信（三菱電機）



C：第67回 四国テニス選手権大会

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

1 G0001405 1 鳥取県 吉村 真輝 米子西高校教員 吉村 真輝

2 bye    吉村 真輝

3 G0021823 神奈川県 中家 勝彦 富士ゼロックス 高上 昌久 60 60

4 G0009129 兵庫県 高上 昌久 ユニバー神戸テニスクラブ W.O 吉村 真輝

5 G0021361 兵庫県 中西 信之 クアドリフォリオ 中西 信之 64 62

6 bye    福田 豊実

7 bye 福田 豊実 61 61

8 G0014279 13～16 兵庫県 福田 豊実 三菱重工神戸    吉村 真輝

9 G0014435 9～12 大阪府 大毛 義浩 茨木ITC 大毛 義浩 60 RET

10 bye    大毛 義浩

11 G0012855 大阪府 末吉 徹也 日本航空 山盛 光 60 46 10-2

12 G0000991 大阪府 山盛 光 サンランドロイヤルテニスクラブ 64 63 舩渡 雄一朗

13 G0022616 兵庫県 吉村 武英 ダンロップテニススクール 吉村 武英 61 26 10-7

14 G0020392 栃木県 金山 道生 HONDA TC W.O 舩渡 雄一朗

15 bye 舩渡 雄一朗 60 63

16 G0020905 5～8 和歌山県 舩渡 雄一朗 日置クラブ    吉村 真輝

17 G0000141 3～4 神奈川県 前田 瑞晴 リコー 前田 瑞晴 62 60

18 bye    前田 瑞晴

19 G0020472 神奈川県 加藤木 三明 湘南テニスクラブ 山本 浩 63 64

20 G0022395 兵庫県 山本 浩 クラレスポーツプラザ宝塚 64 16 10-5 前田 瑞晴

21 G0022163 大阪府 小宮 宏文 NATSUHA　s.p. 小宮 宏文 60 62

22 bye    高尾 俊之

23 bye 高尾 俊之 64 76(4)

24 G0010722 13～16 神奈川県 高尾 俊之 富士フイルム    堀 剛

25 G0018817 9～12 広島県 山崎 実 チーム・Ｔ.K 山崎 実 76(5) 61

26 bye    堀 剛

27 bye 堀 剛 60 62

28 G0015819 徳島県 堀 剛 パシフィックテニスクラブ    堀 剛

29 G0021421 大分県 池田 満一 宇佐ローンテニスクラブ 池田 満一 W.O

30 G0020629 長崎県 山口 宏司 大村テニスクラブ W.O 池田 満一

31 bye 谷本 英雄 64 64 WINNER
32 G0008196 5～8 群馬県 谷本 英雄 一筆テニスクラブ    吉村 真輝
33 G0018158 5～8 山口県 小田 俊明 球遊会 小田 俊明 61 64
34 bye    関根 好克

35 G0017506 茨城県 関根 好克 ローズＴＧ 関根 好克 76(0) 64

36 G0014984 東京都 牧野 寛 明治神宮外苑テニスクラブ W.O 丸本 雄彦

37 G0015622 神奈川県 鳥越 彰 湘南テニスクラブ 鳥越 彰 76(7) 16 10-6

38 bye    丸本 雄彦

39 bye 丸本 雄彦 W.O

40 G0013078 9～12 兵庫県 丸本 雄彦 サンランドロイヤルテニスクラブ    松本 哲也

41 G0015465 13～16 大阪府 河上 光次 レインボーTS彩都 河上 光次 62 64

42 bye    中村 健

43 bye 中村 健 61 46 10-7

44 G0021695 神奈川県 中村 健 富士ゼロックス    松本 哲也

45 G0019883 東京都 新村 健 東京ローンテニスクラブ 浜崎 雅彦 62 61

46 広島県 浜崎 雅彦 sunday W.O 松本 哲也

47 bye 松本 哲也 60 RET

48 G0003993 3～4 千葉県 松本 哲也 イースタンテニスクラブ    松本 哲也

49 G0006943 5～8 京都府 加藤 哲夫 グランドスラム 加藤 哲夫 64 62

50 bye    加藤 哲夫

51 G0022147 高知県 川間 凡也 チーム カワマート 安岡 宏次 63 64

52 G0020518 愛媛県 安岡 宏次 愛南TC W.O 加藤 哲夫

53 G0023123 兵庫県 新宮 榮造 テニスアリーナガーデン 新宮 榮造 62 62

54 G0022164 大阪府 岩森 浩之 香里グリーンテニスクラブ 61 30 RET 中川 勝範

55 bye 中川 勝範 W.O

56 G0006582 9～12 広島県 中川 勝範 金曜塾    山田 辰巳

57 G0022654 13～16 山口県 井本 尚男 山口サングリーンテニスクラブ 井本 尚男 63 61

58 bye    井本 尚男

59 bye 松本 泰則 60 57 15-13

60 G0022868 香川県 松本 泰則 四電ビジネス    山田 辰巳

61 G0022784 愛媛県 小谷 誠毅 ISTC 花谷 昌典 60 63

62 G0005737 徳島県 花谷 昌典 テニスサロンローランギャロス 61 61 山田 辰巳

63 bye 山田 辰巳 60 75

64 G0004582 2 愛媛県 山田 辰巳 うーさんず    



C：第67回 四国テニス選手権大会

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 山口県 濱田 義則 中国電力 濱田 義則

2 bye    濱田 義則

3 G0021224 長崎県 牟藤 央 チームクレパス 牟藤 央 60 60

4 G0019219 高知県 島井 充 ZERO 76(2) 57 10-2 濱田 義則

5 G0009237 愛媛県 萩森 明 ミズキ 萩森 明 62 60

6 bye    横井 誠

7 bye 横井 誠 36 62 10-3

8 G0012059 13～16 神奈川県 横井 誠 明治神宮外苑テニスクラブ    濱田 義則

9 G0014031 9～12 兵庫県 山本 秀樹 ecole-f 山本 秀樹 W.O

10 bye    山本 秀樹

11 G0021614 高知県 伊井 洋一 高知スマイリングＴＣ 小堀 浩成 62 61

12 G0021273 和歌山県 小堀 浩成 ワカヤマテニススクール 76(1) 63 山本 秀樹

13 G0022046 愛媛県 久保田 高生 ウィンTC 塩山 泰 16 64 10-5

14 G0021069 岡山県 塩山 泰 岡山ローンテニスクラブ 62 60 河原 昭宏

15 bye 河原 昭宏 63 64

16 G0022228 5～8 広島県 河原 昭宏 晴海ローンTC    中井 敏夫

17 G0016555 3～4 京都府 中井 敏夫 ロイヤルガーデンテニスクラブ 中井 敏夫 67(3) 64 10-4

18 bye    中井 敏夫

19 G0017385 広島県 下川 寿春 サンデーテニスクラブ 下川 寿春 60 61

20 G0021656 広島県 新山 佳尚 かかしテニスクラブ 62 76(2) 中井 敏夫

21 G0021230 広島県 荒井 藤男 歌浦TC 荒井 藤男 62 64

22 bye    井藤 勝也

23 bye 井藤 勝也 61 63

24 G0002564 13～16 大阪府 井藤 勝也 Ｔ.Ｃ.コスパ八尾南    中井 敏夫

25 G0016895 9～12 大阪府 小山 節司 南青山高原テニスクラブ 小山 節司 60 62

26 bye    小山 節司

27 bye 高橋 則行 62 61

28 G0018572 香川県 高橋 則行 三観テニスクラブ    東原 篤

29 G0019978 広島県 山名 邦夫 グリーンストンヒルズテニスクラブ 西村 寿好 75 62

30 G0022646 兵庫県 西村 寿好 ecole-f 61 61 東原 篤

31 bye 東原 篤 63 46 10-7 WINNER
32 G0004509 5～8 岡山県 東原 篤 イーストフィールド    秋山 郁夫
33 G0001172 5～8 大阪府 南口 健一 浜寺テニスクラブ 南口 健一 64 63
34 bye    南口 健一

35 G0006564 広島県 釜野 昇 アキラITC 釜野 昇 W.O

36 G0022516 大阪府 上野 克英 豊中ローンテニスクラブ 60 62 加古 潤三郎

37 G0006944 京都府 竹内 壽巳 roi 竹内 壽巳 61 36 10-5

38 G0013524 京都府 山田 純也 土曜クラブ 60 61 加古 潤三郎

39 bye 加古 潤三郎 W.O

40 G0001116 9～12 兵庫県 加古 潤三郎 広野田園テニスクラブ    秋山 郁夫

41 G0001494 13～16 広島県 上本 徳治 上本テニススクール 上本 徳治 62 61

42 bye    上本 徳治

43 bye 横手 亮二 60 62

44 G0023223 愛媛県 横手 亮二 ウィンテニスクラブ    秋山 郁夫

45 G0018941 兵庫県 山本 公三 姫路ローンテニスクラブ 山本 公三 60 60

46 G0022939 大阪府 山田 光雄 シーズラケットクラブ 61 61 秋山 郁夫

47 bye 秋山 郁夫 62 60

48 G0001185 3～4 兵庫県 秋山 郁夫 ファミリーテニスクラブ    秋山 郁夫

49 G0004816 5～8 千葉県 関本 和秀 Ｃ－ＦＥＴＺ 関本 和秀 63 62

50 bye    中西 雅治

51 G0016964 岡山県 大賀 寿夫 ラートハウス 中西 雅治 W.O

52 G0001482 大阪府 中西 雅治 茨木I.T.C 60 62 高瀬 博明

53 G0001496 香川県 佐藤 正彦 ハイブリッジテニスアカデミー 佐藤 正彦 61 41RET

54 G0007404 埼玉県 黒田 学 浦和パークテニスクラブ 62 60 高瀬 博明

55 bye 高瀬 博明 62 36 10-4

56 G0001717 9～12 福岡県 高瀬 博明 スプラージ    山田 啓司

57 G0006640 13～16 香川県 森下 誠 ＴＰＫ 森下 誠 63 64

58 bye    森下 誠

59 bye 金尾 博和 W.O

60 G0009676 兵庫県 金尾 博和 ecole-f    山田 啓司

61 G0022141 愛媛県 二神 新 松山ローンテニスクラブ 二神 新 61 64

62 G0023248 熊本県 秋田 壮児 チームつばさ 63 61 山田 啓司

63 bye 山田 啓司 62 60

64 G0014414 2 広島県 山田 啓司 晴海ローンTC    



C：第67回 四国テニス選手権大会

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

1 G0019683 1 愛媛県 平岡 一高 松山ローンテニスクラブ 平岡 一高

2 bye    平岡 一高

3 G0019199 兵庫県 堀内 邦康 住友ゴム 堀内 邦康 82

4 G0021542 大阪府 浦谷 宏 クラレスポーツプラザ宝塚 64 62 平岡 一高

5 G0009522 福岡県 坂崎 喜茂 ハチハチ化学 坂崎 喜茂 80

6 bye    田中 和男

7 bye 田中 和男 83

8 G0017691 13～16 広島県 田中 和男 ちーむB    平岡 一高

9 G0017249 9～12 岡山県 江原 良一 岡山ローンテニスクラブ 江原 良一 75 62

10 bye    江原 良一

11 G0020470 東京都 藤原 孝行 京王テニスクラブ 北田 哲郎 83

12 G0022271 兵庫県 北田 哲郎 住友電工 W.O 江原 良一

13 G0001493 香川県 杉山 良一 東かがわ市テニス協会 杉山 良一 97

14 G0020438 愛媛県 水木 章 ミズキ 62 63 原田 治親

15 bye 原田 治親 W.O

16 G0014921 5～8 福岡県 原田 治親 筑紫野市テニス協会    平岡 一高

17 G0020616 3～4 香川県 若林 庄司 三菱電機丸亀 若林 庄司 64 63

18 bye    竹内 康雄

19 G0021704 京都府 浦野 俊也 京都フレンドテニスクラブ 竹内 康雄 82

20 G0019201 兵庫県 竹内 康雄 住友ゴム工業（株） 61 62 竹内 康雄

21 G0020429 愛媛県 竹島 正典 帝人松山テニスクラブ 竹島 正典 83

22 bye    鶴房 一男

23 bye 鶴房 一男 82

24 G0020630 13～16 兵庫県 鶴房 一男 わくわく稲美TC    大倉 成光

25 G0015667 9～12 香川県 光武 誠 高松ローンテニスクラブ 光武 誠 W.O

26 bye    光武 誠

27 bye 田中 正彦 83

28 G0021072 広島県 田中 正彦 廿日市ローンテニスクラブ    大倉 成光

29 G0017961 千葉県 近藤 秀憲 総武グリーンテニスクラブ 中原 芳和 82

30 G0022968 兵庫県 中原 芳和 OJM 76(2) 76(3) 大倉 成光

31 bye 大倉 成光 84 WINNER
32 G0018344 5～8 大阪府 大倉 成光 FD66Q71Fｓ8１Ｗ    堀田 義男

33 G0004124 5～8 広島県 田中 千春 海自呉 田中 千春 36 64 10-5

34 bye    田中 千春

35 G0019433 京都府 江宮 文夫 舞鶴ローンテニスクラブ 江宮 文夫 82

36 G0021602 静岡県 石川 克志 ロヴィング 62 64 成田 周治

37 G0019939 広島県 中川 福雄 三菱ケミカル 中川 福雄 85

38 bye    成田 周治

39 bye 成田 周治 82

40 G0000203 9～12 千葉県 成田 周治 セントマリアホスピタルテニスクラブ    石田 享司

41 G0018598 13～16 群馬県 佐藤 義英 リベロ 佐藤 義英 63 62

42 bye    佐藤 義英

43 bye 楢原 靜人 80

44 G0019609 岡山県 楢原 靜人 瀬戸スポーツクラブ    石田 享司

45 G0017914 広島県 久保川 勝幸 福山ロイヤルテニスクラブ 水本 操 83

46 G0013580 広島県 水本 操 晴海ローンTC W.O 石田 享司

47 bye 石田 享司 W.O

48 G0015537 3～4 神奈川県 石田 享司 ＹＳＣ（横浜スポーツマンクラブ）    堀田 義男

49 G0017291 5～8 群馬県 茂木 弘 リベロ 茂木 弘 63 RET

50 bye    茂木 弘

51 G0020412 岡山県 藤本 幸男 岡山ローンテニスクラブ 松田 勝則 86

52 G0022693 京都府 松田 勝則 ブーメラン W.O 茂木 弘

53 G0021425 広島県 山下 聰 廿日市ローンテニスクラブ 茶木 孝雄 85

54 G0019360 兵庫県 茶木 孝雄 サンランドテニスクラブ 60 60 茶木 孝雄

55 bye 橋本 富夫 84

56 G0013585 9～12 広島県 橋本 富夫 TOPテニスクラブ    堀田 義男

57 G0019010 13～16 大阪府 上村 光廣 マリンテニスパーク北村 上村 光廣 64 60

58 bye    上村 光廣

59 bye 川上 忠男 82

60 G0022586 大阪府 川上 忠男 テニスプラザYAO    堀田 義男

61 G0009294 和歌山県 塩津 和朗 ワカヤマテニススクール 安永 敏郎 81

62 G0019342 兵庫県 安永 敏郎 三菱電機　伊丹 64 64 堀田 義男

63 bye 堀田 義男 84

64 G0011542 2 神奈川県 堀田 義男 東京ローンテニスクラブ    



C：第67回 四国テニス選手権大会

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

1 G0016404 1 愛媛県 吉田 滋 モリオトテニスクラブ 吉田 滋

2 bye    吉田 滋

3 G0017525 山口県 牛見 義信 いのうえテニスガーデン 三井 寿人 81

4 G0005449 広島県 三井 寿人 グリーンストーンヒルズテニスクラブ 64 61 吉田 滋

5 G0017877 兵庫県 吉岡 伸敏 甲子園テニスクラブ 吉岡 伸敏 83

6 bye    常次 正和

7 bye 常次 正和 84

8 G0019623 13～16 兵庫県 常次 正和 芦屋シーサイドテニス    吉田 滋

9 G0018614 9～12 香川県 松下 博美 ローランギャロ 松下 博美 75 75

10 bye    松下 博美

11 bye 竹内 秀夫 83

12 G0020540 兵庫県 竹内 秀夫 天王山倶楽部    福永 修

13 G0017666 兵庫県 山崎 泰男 OJM 山崎 泰男 84

14 bye    福永 修

15 bye 福永 修 81

16 G0009512 5～8 兵庫県 福永 修 ecole-f    加山 仁

17 G0014182 3～4 兵庫県 加山 仁 池田テニスクラブ 加山 仁 75 62

18 bye    加山 仁

19 G0021187 千葉県 今井 伸 イースタンテニスクラブ 新田 和男 81

20 G0018708 高知県 新田 和男 高知スマイリングTC 64 76(3) 加山 仁

21 G0007801 岡山県 尾崎 千万生 岡山ローンテニスクラブ 尾崎 千万生 85

22 bye    隅田 敏雄

23 bye 隅田 敏雄 81

24 G0021654 13～16 東京都 隅田 敏雄 東京ローンテニスクラブ    加山 仁

25 G0001760 9～12 鹿児島県 渡瀬 明男 鹿児島LTC（ローンテニスクラブ） 渡瀬 明男 26 61 10-8

26 bye    渡瀬 明男

27 bye 坂田 弘美 81

28 G0018220 香川県 坂田 弘美 丸亀インドアテニスクラブ    北尾 善明

29 G0013784 石川県 森 省吾 チームS.E.N 森 省吾 85

30 bye    北尾 善明

31 bye 北尾 善明 83 WINNER
32 G0012715 5～8 大阪府 北尾 善明 イーストテニスクラブ    森田 常樹
33 G0001506 5～8 兵庫県 寺田 民雄 アーバン六甲テニス倶楽部 寺田 民雄 63 62
34 bye    寺田 民雄

35 bye 古津 和廣 81

36 G0004308 徳島県 古津 和廣 天羽クリニックローンテニスクラブ    寺田 民雄

37 G0015366 千葉県 富山 和義 いなげフラワーテニスクラブ 富山 和義 83

38 bye    富山 和義

39 bye 坂下 菊男 85

40 G0012901 9～12 京都府 坂下 菊男 奈良国際テニスクラブ    寺田 民雄

41 G0013059 13～16 広島県 古土井 悠 西条ロイヤルテニスクラブ 古土井 悠 16 64 10-7

42 bye    古土井 悠

43 bye 山本 馨 86

44 G0017786 東京都 山本 馨 下川井テニスクラブ    阿部 欽亮

45 G0001866 兵庫県 江藤 宏 阪急仁川テニスクラブ 江藤 宏 81

46 G0001383 熊本県 川中 保男 JNC 64 75 阿部 欽亮

47 bye 阿部 欽亮 81

48 G0001517 3～4 兵庫県 阿部 欽亮 サンランドロイヤルTC    森田 常樹

49 G0002019 5～8 大阪府 森田 常樹 モリタテニス企画 森田 常樹 62 57 10-6

50 bye    森田 常樹

51 bye 長谷川 武 80

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

53 G0001449 岡山県 丹治 建三郎 JFEスチール倉敷 丹治 建三郎 98(2)

54 bye    松原 博文

55 bye 松原 博文 W.O

56 G0000215 9～12 岐阜県 松原 博文 岐阜グリーンテニスクラブ    森田 常樹

57 G0000993 13～16 香川県 吉田 整司 屋島テニスクラブ 吉田 整司 75 61

58 bye    吉田 整司

59 bye 岡野 憲治 82

60 G0007849 愛媛県 岡野 憲治 松山大学教職員テニスクラブ    明石 俊治

61 G0014460 広島県 檀之上 博行 グリーンストーンTC 鞘脇 正明 82

62 G0019536 千葉県 鞘脇 正明 千葉県シニアテニスクラブ 61 60 明石 俊治

63 bye 明石 俊治 82

64 G0016344 2 兵庫県 明石 俊治 天王山倶楽部    



C：第67回 四国テニス選手権大会

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

1 G0001486 1 兵庫県 松井 成男 庭仁貴知ＴＣ 松井 成男

2 bye

   

松井 成男

3 G0014163 奈良県 大田 勝久 三郷LTC 津村 智一郎

82

4 G0014665 東京都 津村 智一郎 武蔵野ローンテニスクラブ

63 62

松井 成男

5 G0022558 岡山県 妹山 貞彦 倉敷ローン 妹山 貞彦

81

6 G0021045 東京都 嘉納 和彦 明治神宮外苑テニスクラブ

W.O

妹山 貞彦

7 G0015601 神奈川県 中川 洋三 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 矢野 良市

81

8 G0017191 5～8 山口県 矢野 良市 岩国ファミリーテニスクラブ

61 62

松井 成男

9 G0001227 3～4 兵庫県 福永 崇 ecole-f 福永 崇

64 63

10 bye

   

奥村 光弘

11 G0016959 兵庫県 佐藤 義智 神戸ローンテニス倶楽部 奥村 光弘

W.O

12 G0011304 広島県 奥村 光弘 歌浦テニスクラブ

62 36 10-8

池田 兼機

13 G0014316 神奈川県 広田 元 荏原SSC 池田 兼機

82

14 G0018940 兵庫県 池田 兼機 甲子園テニスクラブ

63 61

池田 兼機

15 G0012818 東京都 西 淳二 成城スクエアテニスクラブ 西 淳二

85

WINNER

16 G0001454 5～8 大阪府 良元 英河 テニスショップ・ピジョン

76(4) 06 10-6

山口 幹夫

17 G0004766 5～8 兵庫県 渡邊 奉昭 芦屋国際ローンテニスクラブ 渡邊 奉昭

63 63

18 bye

   

渡邊 奉昭

19 G0011089 神奈川県 高橋 敏雄 成城スクエアTC 高橋 敏雄

82

20 G0019033 徳島県 緒方 雄作 アメリカンテニスクラブ

W.O

渡邊 奉昭

21 G0001437 兵庫県 西岡 龍雄 芦屋シーサイドT 西岡 龍雄

85

22 G0013687 岡山県 堀 吉弘 倉敷ローンテニスクラブ

76(7) 63

西岡 龍雄

23 bye 吉澤 文人

84

24 G0013982 3～4 香川県 吉澤 文人 ロ－ランギャロ

   

山口 幹夫

25 G0017229 5～8 岡山県 清水 正紀 朝露会 清水 正紀

16 63 10-2

26 bye

   

大石 昌之

27 G0020552 大阪府 石田 正彦 貝塚市テニス連盟 大石 昌之

W.O

28 G0011303 広島県 大石 昌之 宇品シーサイドTC

60 62

山口 幹夫

29 G0016878 神奈川県 杉田 剛 S.ONEグリーンテニスクラブ 杉田 剛

81

30 G0015355 愛知県 岡戸 昌紀 南愛知テニスドーム

W.O

山口 幹夫

31 bye 山口 幹夫

83

32 G0013910 2 大阪府 山口 幹夫 池田テニスクラブ

   



C：第67回 四国テニス選手権大会

男子シングルス 80歳以上
登録No Seed Name 1R SF F

1 G0018564 1 千葉県 出浦 伸之助 殿山テニスガーデン 出浦 伸之助

2 bye

   

出浦 伸之助

3 京都府 佐山 福繁 京都御所テニスコート 竹下 徳人

83

WINNER

4 G0009586 福井県 竹下 徳人 JAEA

W.O

出浦 伸之助

5 G0001783 福岡県 池田 靖洋 長住テニスクラブ 池田 靖洋

86

6 bye

   

能津 健

7 bye 能津 健

82

8 G0001495 2 兵庫県 能津 健 天王山テニスクラブ

   



C：第67回 四国テニス選手権大会

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

1 L0012087 1 千葉県 高比良 美加 ABTA 高比良 美加

2 bye

   

高比良 美加

3 L0019283 東京都 小島 智枝子 あわっこくらぶ 小島 智枝子

76(5) 64

4 L0018465 福岡県 赤星 さやか ITS九州

64 62

高比良 美加

5 L0012250 3～4 大阪府 秦 英恵 司TC 秦 英恵

26 64 15-13

6 bye

   

勝浦 由子

7 bye 勝浦 由子

61 60

WINNER

8 L0018376 岡山県 勝浦 由子 らけっとらんどあみ

   

平山 由美

9 L0018478 高知県 岡林 亜由美 SEPIA 岡林 亜由美

63 64

10 bye

   

森田 牧子

11 bye 森田 牧子

62 62

12 L0012283 3～4 東京都 森田 牧子 立川市テニス連盟

   

平山 由美

13 L0019409 愛媛県 平山 由美 rough 平山 由美

61 61

14 bye

   

平山 由美

15 bye 貰田 圭子

61 21RET

16 L0011995 2 大阪府 貰田 圭子 アルティステニスクラブ

   



C：第67回 四国テニス選手権大会

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

1 L0011825 1 兵庫県 佐藤 陽子 ファミリーテニスクラブ 佐藤 陽子

2 bye

   

佐藤 陽子

3 L0018361 岡山県 長谷井 時代 MRA・サザンクロスTC 赤松 京子

63 63

4 L0010209 奈良県 赤松 京子 矢田山テニスクラブ

75 36 13-11

佐藤 陽子

5 L0019163 京都府 熊谷 美穂 京都市テニス協会 熊谷 美穂

75 61

6 bye

   

田ノ上 知津

7 bye 田ノ上 知津

06 61 10-1

8 L0010396 5～8 奈良県 田ノ上 知津 ＴＮ－２１テニスクラブ

   

小野 千奈

9 L0007961 3～4 東京都 早川 美佳 明治神宮外苑テニスクラブ 早川 美佳

61 63

10 bye

   

小野 千奈

11 bye 小野 千奈

W.O

12 L0019014 岡山県 小野 千奈 藤原薬局

   

小野 千奈

13 L0018563 東京都 田野 美紀 東京都TA 田野 美紀

62 62

14 bye

   

藤井 宏子

15 bye 藤井 宏子

61 60

WINNER

16 L0012339 5～8 大阪府 藤井 宏子 コスパ光明池TG

   

小野 千奈

17 L0011915 5～8 愛知県 沢登 真紀子 岡崎ローンテニスクラブ 沢登 真紀子

62 76(1)

18 bye

   

川北 敦子

19 bye 川北 敦子

W.O

20 L0011922 大阪府 川北 敦子 アイ・テニスクラブ

   

森花 治美

21 L0012192 島根県 藤原 圭子 DENEB 藤原 圭子

62 63

22 bye

   

森花 治美

23 bye 森花 治美

62 61

24 L0010207 3～4 奈良県 森花 治美 矢田山テニスクラブ

   

森花 治美

25 L0011764 5～8 大阪府 大場 文子 柳風台テニスクラブ 大場 文子

63 62

26 bye

   

岩本 淳子

27 bye 岩本 淳子

26 76(5) 10-8

28 L0011780 京都府 岩本 淳子 ヴァルブランシュテニスクラブ

   

三嶋 亜季

29 L0012568 神奈川県 奥谷 弘子 ウッドテニス 奥谷 弘子

62 61

30 bye

   

三嶋 亜季

31 bye 三嶋 亜季

62 60

32 L0011957 2 兵庫県 三嶋 亜季 COSANA

   



C：第67回 四国テニス選手権大会

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

1 L0011238 1 兵庫県 蔵野 由美 サンランドロイヤルテニスクラブ 蔵野 由美

2 bye

   

蔵野 由美

3 L0011088 徳島県 笠原 昭子 O.P.A.tennis 笠原 昭子

60 61

4 L0011658 福岡県 岩本 由美子 エスタインドアテニスステージ

62 64

蔵野 由美

5 L0010304 3～4 東京都 才木 みどり 明治神宮外苑テニスクラブ 才木 みどり

62 62

6 L0010489 京都府 石田 京子 京都市テニス協会

W.O

才木 みどり

7 L0012569 神奈川県 松田 由紀 アレスマイスター 土谷 水帆子

61 63

WINNER

8 L0012783 東京都 土谷 水帆子 千代田区テニス協会

75 64

蔵野 由美

9 L0019372 岡山県 備中 美恵 テニスクラブART 備中 美恵

76(5) 76(3)

10 L0012672 東京都 三角 てるみ 登戸サンライズTC

62 60

備中 美恵

11 L0007928 広島県 眞田 美樹 福山市職労連合硬式テニス部 眞田 美樹

64 61

12 L0004975 3～4 東京都 佐々木 絵里 目黒テニスクラブ

63 63

竹村 千鶴

13 L0018887 埼玉県 上野 貴子 大正セントラルテニスクラブ目白 藤井 繁子

64 63

14 L0011049 神奈川県 藤井 繁子 鎌倉宮カントリーテニスクラブ

61 61

竹村 千鶴

15 L0007895 徳島県 林 由佳子 徳島ローンテニスクラブ 竹村 千鶴

61 76(6)

16 L0011026 2 愛知県 竹村 千鶴 名古屋グリーンテニスクラブ

61 57 10-5



C：第67回 四国テニス選手権大会

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

1 L0009966 1 広島県 国広 順子 Tennis bonbon 国広 順子

2 bye

   

国広 順子

3 L0012753 岡山県 山本 和美 JLTFおかやま 赤木 美子

W.O

4 岡山県 赤木 美子 テニスクラブＡＲＴ

61 63

国広 順子

5 L0007315 長崎県 上戸 仁美 小江原NT 上戸 仁美

80

6 bye

   

上戸 仁美

7 bye 竹村 純恵

84

8 L0005047 5～8 大阪府 竹村 純恵 茨木サニータウンテニスクラブ

   

国広 順子

9 L0004893 3～4 山口県 藤城 治美 ふくいテニスクラブ 藤城 治美

63 63

10 bye

   

川崎 佳香

11 bye 川崎 佳香

85

12 L0010875 広島県 川崎 佳香 Tennis bonbon

   

川崎 佳香

13 L0010394 高知県 西村 倫子 一宮テニスクラブ 西村 倫子

85

14 bye

   

西村 倫子

15 bye 加藤 明美

W.O

WINNER

16 L0004511 5～8 京都府 加藤 明美 グランドスラム

   

国広 順子

17 L0008476 5～8 兵庫県 矢野 真弓 ユニバー神戸テニス倶楽部 矢野 真弓

63 63

18 bye

   

矢野 真弓

19 bye 野崎 千代美

84

20 L0012573 兵庫県 野崎 千代美 STT

   

岩本 ゆかり

21 L0010945 岡山県 中谷 悦子 岡山ローンテニスクラブ 中谷 悦子

81

22 L0018457 兵庫県 河内 順子 R3！

63 61

岩本 ゆかり

23 bye 岩本 ゆかり

80

24 L0012453 3～4 大阪府 岩本 ゆかり スターサップ

   

岩本 ゆかり

25 L0010164 5～8 兵庫県 高木 佳子 ダンロップテニススクール 高木 佳子

61 63

26 bye

   

島居 美登里

27 bye 島居 美登里

98(3)

28 L0009844 大阪府 島居 美登里 泉大津ロイヤルテニスクラブ

   

田所 照美

29 L0002814 熊本県 中村 理絵 チームオクヤマ 田所 照美

85

30 L0007241 東京都 田所 照美 立川TC

W.O   

田所 照美

31 bye 竹嶋 久美

86

32 L0000764 2 山口県 竹嶋 久美 Tennis bonbon

   



C：第67回 四国テニス選手権大会

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

1 L0008059 1 兵庫県 山川 知枝 芦屋国際ローンテニスクラブ 山川 知枝

2 bye

   

山川 知枝

3 L0003630 東京都 高橋 葉子 武蔵野L.T.C 段 幸代

81

4 L0005127 大阪府 段 幸代 徳秀苑庭球倶楽部

60 61

山川 知枝

5 L0010418 兵庫県 黒木 邦子 クラレスポーツプラザ宝塚 黒木 邦子

86

6 bye

   

北浜 佳代子

7 bye 北浜 佳代子

81

8 L0009208 5～8 兵庫県 北浜 佳代子 サンランドロイヤルテニスクラブ

   

山川 知枝

9 L0006824 3～4 京都府 若松 美雪 大井町ファミリーテニスクラブ 若松 美雪

61 62

10 bye

   

若松 美雪

11 L0005105 愛知県 稲本 カオル 名古屋ローンテニスクラブ 佐藤 伊津子

84

12 L0008368 兵庫県 佐藤 伊津子 TEAM　MARS

W.O

若松 美雪

13 L0003642 神奈川県 清水 まゆみ 荏原ＳＳＣ 清水 まゆみ

73 RET

14 L0012400 大阪府 兼頼 知子 巧庭球塾.

W.O

高岡 久美子

15 bye 高岡 久美子

86

WINNER

16 L0006056 5～8 大阪府 高岡 久美子 茨木サニータウンテニスクラブ

   

小寺 文子

17 L0010408 5～8 神奈川県 芦垣 叔子 横浜スポーツマンクラブ 芦垣 叔子

57 64 10-8

18 bye

   

芦垣 叔子

19 bye 今井 雅美

83

20 L0018451 大阪府 今井 雅美 泉大津ロイヤルテニスクラブ

   

芦垣 叔子

21 L0006590 神奈川県 佐藤 博子 鎌倉ローンテニスクラブ 谷本 律子

85

22 L0004720 群馬県 谷本 律子 一筆テニスクラブ

63 75

山本 博子

23 bye 山本 博子

81

24 L0012727 3～4 兵庫県 山本 博子 サンランドロイヤルテニスクラブ

   

小寺 文子

25 L0000480 5～8 東京都 阿部 玲子 京王テニスクラブ 阿部 玲子

61 62

26 bye

   

武智 忍

27 bye 武智 忍

86

28 L0019250 愛媛県 武智 忍 愛媛レディース

   

小寺 文子

29 L0019011 兵庫県 二神 陽子 TEAM MARS 小寺 文子

97

30 L0001553 兵庫県 小寺 文子 芦屋国際ローンテニスクラブ

46 61 10-3

小寺 文子

31 bye 屋敷 純子

84

32 L0008653 2 神奈川県 屋敷 純子 Y.S.C

   



C：第67回 四国テニス選手権大会

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

1 L0006890 1 愛媛県 竹島 哲子 帝人松山テニスクラブ 竹島 哲子

2 L0011939 岡山県 金丸 順子 ガーデンｸﾞﾘｰﾝテニスクラブ

60　60

竹島 哲子

3 L0019116 岡山県 藤井 千鳥 岡山ローンテニスクラブ 藤井 千鳥

83

4 L0006157 京都府 岡野 光子 ハロースポーツ

60 60

竹島 哲子

5 L0009127 3～4 東京都 松井 みどり 宮崎台テニスクラブ 松井 みどり

81

6 L0009009 兵庫県 池村 光枝 神戸ローンテニスクラブ

63 63

松井 みどり

7 L0010950 徳島県 川口 泰子 アメリカンテニス 堀 栄子

86

WINNER

8 L0011068 愛媛県 堀 栄子 テニスクラブART

76(4) 60

竹島 哲子

9 L0008183 大阪府 住野 幸美 池田テニスクラブ 住野 幸美

61 61

10 L0004776 兵庫県 谷口 恵里子 サンランドロイヤルテニスクラブ

62 62

住野 幸美

11 L0012504 大阪府 村尾 厚子 さつき野テニスクラブ 諸江 博子

85

12 L0007884 3～4 神奈川県 諸江 博子 市ヶ尾テニスクラブ

64 60

住野 幸美

13 L0004068 大阪府 寺坂 玲子 箕面市テニス協会 若槻 よし子

83

14 L0005149 神奈川県 若槻 よし子 テニスガーデン　レニックス

64 61

柏本 照子

15 L0007424 兵庫県 元地 美子 KPI 柏本 照子

98(5)

16 L0006222 2 滋賀県 柏本 照子 ＢＩＷＡ　ＴＣ

61 60



C：第67回 四国テニス選手権大会

女子シングルス 70歳以上
登録No Seed Name 1R SF F

1 L0004487 1 岡山県 板野 陽子 ガーデングリーンテニスクラブ 板野 陽子

2 L0000849 兵庫県 渡邊 慶子 芦屋国際ローンテニスクラブ

36 61 10-7

板野 陽子

3 L0006542 岡山県 小田 啓子 イーストフィールド 小田 啓子

82

WINNER

4 L0007576 東京都 高見 けい子 明治神宮外苑テニスクラブ

62 36 10-6

山下 英子

5 L0009775 千葉県 今井 美知子 イースタンテニスクラブ 今井 美知子

85

6 L0000583 岐阜県 酒向 陽子 岐阜グリーンＴＣ

63 61

山下 英子

7 L0000807 福岡県 山下 英子 新日鉄住金八幡 山下 英子

82

8 L0000880 2 岡山県 角原 京子 岡大教職員T.T

63 61



C：第67回 四国テニス選手権大会

女子シングルス 75歳以上
登録No Seed Name 1R F

1 L0000794 1 福岡県 久保田 哲子 新日鐵住金八幡 久保田 哲子 WINNER

2 L0005539 東京都 早川 弘子 ウイッシュ

63 63

久保田 哲子

3 L0003057 神奈川県 高橋 洋子 相模原グリーンテニスクラブ 高橋 洋子

85

4 L0009398 広島県 浅利 康子 福山ロイヤルTC

62 61



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
   



C：第67回 四国テニス選手権大会

女子ダブルス 45歳以上
登録No Seed Name 1R F

1 L0010209 1 奈良県 赤松 京子 矢田山テニスクラブ

L0010207 奈良県 森花 治美 矢田山テニスクラブ 赤松 京子/森花 治美

2 L0011780 京都府 岩本 淳子 ヴァルブランシュテニスクラブ

61 61

WINNER

L0018861 奈良県 山下 奈美子 ハードボールテニス 赤松 京子/森花 治美

3 L0012192 島根県 藤原 圭子 DENEB

76(5) 63

L0011825 兵庫県 佐藤 陽子 ファミリーテニスクラブ 吉竹 まゆみ/亀山 紀子

4 L0010997 北海道 吉竹 まゆみ J.STAP

75 57 13-11

L0010382 岡山県 亀山 紀子 every TC

   



C：第67回 四国テニス選手権大会

女子ダブルス 50歳以上
登録No Seed Name 1R SF F

1 L0006833 1 東京都 中島 ちえ子 ウィッシュ

L0004454 岡山県 明比 敬子 ガーデングリーンテニスクラブ 中島 ちえ子 / 明比 敬子

2 bye

   

bye 中島 ちえ子 / 明比 敬子

3 L0009798 香川県 冨永 利子 屋島テニスクラブ

63 64

L0010383 香川県 吉原 直子 屋島テニスクラブ 下田 佐知/川口 知子

4 L0010664 京都府 下田 佐知 京都市テニス協会

61 64

WINNER

L0019331 大阪府 川口 知子 Vassie 蔵野 由美/才木 みどり

5 L0005405 兵庫県 三木 範子 TEAM MARS

61 62

L0011263 滋賀県 高田 貴代美 ジョイフル 蔵野 由美/才木 みどり

6 L0011238 兵庫県 蔵野 由美 サンランドロイヤルテニスクラブ

64 64

L0010304 東京都 才木 みどり 明治神宮外苑テニスクラブ 蔵野 由美/才木 みどり

7 L0018911 香川県 中村 千里 ハイブリッジテニスアカデミー

63 76(4)

L0018856 香川県 中村 美枝 屋島 竹村 千鶴/堀本 万里子

8 L0011026 2 愛知県 竹村 千鶴 名古屋グリーンテニスクラブ

76(2) 63

L0010595 愛知県 堀本 万里子 南愛知テニスドーム
   



C：第67回 四国テニス選手権大会

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

1 L0004667 1 京都府 亀井 京子 TS奈良

L0008637 奈良県 山口 俊子 TS奈良 亀井 京子 / 山口 俊子

2 bye

   

bye 松村 茉砂与/田中 藤美

3 L0010394 高知県 西村 倫子 一宮テニスクラブ

84

L0012563 高知県 山口 早百合 ＹＣＣ 松村 茉砂与/田中 藤美

4 L0006579 兵庫県 松村 茉砂与 ユニバー神戸

82

L0011198 兵庫県 田中 藤美 ユニバー神戸 八木 洋子 / 橘 留美子

5 L0008659 3～4 岡山県 八木 洋子 ガーデングリーンテニスクラブ

63　63

L0012038 岡山県 橘 留美子 JLTFおかやま 八木 洋子 / 橘 留美子

6 bye

   

bye 八木 洋子 / 橘 留美子

7 bye

82

bye 岩本 ゆかり / 花本 真由美

8 L0012453 大阪府 岩本 ゆかり スターサップ

   

WINNER

L0019218 兵庫県 花本 真由美 松田テニス塾 八木 洋子 / 橘 留美子

9 L0003541 奈良県 牧浦 智恵子 ＴＳ奈良テニスクラブ

63 62

L0009424 奈良県 永井 恭代 TGK 牧浦 智恵子/永井 恭代

10 L0008476 兵庫県 矢野 真弓 ユニバー神戸テニス倶楽部

86

L0018850 兵庫県 酒井 美佳子 ユニバー神戸テニス倶楽部 船橋 美好子 / 玉田 年世

11 bye

82

bye 船橋 美好子 / 玉田 年世

12 L0010023 3～4 兵庫県 船橋 美好子 松田テニス塾

   

L0010022 兵庫県 玉田 年世 松田テニス塾 船橋 美好子 / 玉田 年世

13 L0006561 東京都 桂木 優子 高松ローンテニスクラブ

60　64

L0010616 東京都 丸岡 恵理 高松ローンテニスクラブ 国広 順子/竹嶋 久美

14 L0009966 広島県 国広 順子 Tennis bonbon

W.O

L0000764 山口県 竹嶋 久美 Tennis bonbon 尾上 重世 / 多田 皆子

15 bye

82

bye 尾上 重世 / 多田 皆子

16 L0008346 2 兵庫県 尾上 重世 パインテニスクラブ

   

L0003753 岡山県 多田 皆子 zero1

   



C：第67回 四国テニス選手権大会

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

1 L0009123 1 兵庫県 森田 優子 サンランドロイヤルテニスクラブ

L0001068 福岡県 山下 佐余子 油山テニスクラブ 森田 優子 / 山下 佐余子

2 bye

   

bye 高岡 久美子/橋本 晴美

3 L0004475 香川県 藤原 雅代 アップデイト

81

L0018646 岡山県 小野 恵子 藤原薬局 高岡 久美子/橋本 晴美

4 L0006056 大阪府 高岡 久美子 茨木サニータウンテニスクラブ

82

L0009724 群馬県 橋本 晴美 ヴィクトワールテニスチーム 高岡 久美子/橋本 晴美

5 L0008653 3～4 神奈川県 屋敷 純子 Y.S.C

61　76（5）

L0010697 岡山県 三村 智子 ガーデングリーンテニスクラブ 有井 宏美/日野原 暁美

6 L0007409 東京都 有井 宏美 田柄T.C

85

L0012244 大阪府 日野原 暁美 ファミリーテニスクラブ 有井 宏美/日野原 暁美

7 L0001553 兵庫県 小寺 文子 芦屋国際ローンテニスクラブ

86

L0000742 兵庫県 清水 久子 難波徹NAMP 田村 祐子/石原 房子

8 L0012621 香川県 田村 祐子 高松ローンテニスクラブ

86

WINNER

L0012274 岡山県 石原 房子 テニスクラブART 山川 知枝 / 中川 まみ

9 L0012727 兵庫県 山本 博子 サンランドロイヤルテニスクラブ

64　36　10-6

L0018451 大阪府 今井 雅美 泉大津ロイヤルテニスクラブ 田村 洋子/芳形 生子

10 L0010956 岡山県 田村 洋子 zero1

97

岡山県 芳形 生子 ART 山川 知枝 / 中川 まみ

11 bye

82

bye 山川 知枝 / 中川 まみ

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

   

L0004408 広島県 中川 まみ Tension 山川 知枝 / 中川 まみ

13 L0006487 東京都 安藤 康子 ＴＥＡＭ　ＪＡＮＮＵ

57　64　11-9

L0008984 東京都 越後 克子 東宝調布テニスクラブ 安藤 康子/安藤 康子

14 L0010671 兵庫県 山本 絹代 トップランテニスカレッジ石守

82

L0011941 兵庫県 小林 美智子 天王山倶楽部 安藤 康子/安藤 康子

15 bye

85

bye 植松 保子 / 田中 久子

16 L0003489 2 東京都 植松 保子 テニスユナイテッド

   

L0003225 東京都 田中 久子 保谷ロイヤルテニスクラブ

   



C：第67回 四国テニス選手権大会

女子ダブルス 65歳以上
登録No Seed Name 1R SF F

1 L0002666 1 兵庫県 日谷 裕子 多田ハイグリーンT.C

L0006890 愛媛県 竹島 哲子 帝人松山テニスクラブ 日谷 裕子 / 竹島 哲子

2 bye

   

bye 日谷 裕子 / 竹島 哲子

3 L0009127 東京都 松井 みどり 宮崎台テニスクラブ

81

L0000086 神奈川県 渡辺 永海 東急あざみ野テニスガーデンTC 松井 みどり/渡辺 永海

4 L0006222 滋賀県 柏本 照子 ＢＩＷＡ　ＴＣ

84

WINNER

L0007884 神奈川県 諸江 博子 市ヶ尾テニスクラブ 日谷 裕子 / 竹島 哲子

5 L0009733 東京都 豊泉 礼子 田園テニスクラブ

63　61

L0008386 千葉県 細江 幸子 ルネサンス鷹之台テニスクラブ 槍田 真理子/畑 美恵子

6 L0007218 東京都 槍田 真理子 関町ローンテニスクラブ

85

L0000063 東京都 畑 美恵子 関町ローンテニスクラブ 谷中 敬子 / 高橋 芳子

7 bye

81

bye 谷中 敬子 / 高橋 芳子

8 L0007133 2 兵庫県 谷中 敬子 甲子園Ｔ．Ｃ

   

L0009983 千葉県 高橋 芳子 総武グリーンテニスクラブ
   


