
G04852 三代  直彦 Ｃｌａｓｓｙ

G13095 梅川  和哉 コスパ光明池ＴＧ

　　 　　 三代  直彦

　　 　　 梅川  和哉

― 西峪  邦彦 天王山ＴＣ 西峪  邦彦 83

G20382 谷内  宏隆 ｽﾎﾟｰﾂﾗｰﾆﾝｸﾞ 谷内  宏隆

G21326 山崎  照弘 SKYTON 82 三代  直彦

― 木村  浩之 西神NTG 梅川  和哉

G16171 髙橋  雅夫 造幣局 81

G15714 篠原  政晴 コスパ光明池ＴＧ

　　 　　 髙橋  雅夫

　　 　　 篠原  政晴

　　 　　 97

　　 　　

― 片岡  暁 アシックス 三代  直彦

― 西林  宏樹 アシックス 梅川  和哉

G19153 奥野  仁史 M'ｓ　ＣＬＵＢ 84

G20930 市丸  勝之 ユニバー神戸TC

　　 　　 福永  俊介

　　 　　 三嶋  康昭

　　 　　 97

　　 　　

G01137 福永  俊介 土山’ｓ 中本  九邦

G20987 三嶋  康昭 COSANA 金原  明範

G16738 山内  敏秀 羽曳野ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 82

G23698 上杉  浩 羽曳野ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

　　 　　 中本  九邦

　　 　　 金原  明範

　　 　　 85

　　 　　

G01472 中本  九邦 ダイハツ工業㈱

G15951 金原  明範 土山’ｓ

男子50歳ダブルス
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G18902 山本  健司 池田市テニス協会

G01141 山本  健二  大阪府庁

　　 BYE 　　 山本  健司

　　 BYE 　　 山本  健二  

― 濵田  和久 すま離宮ＴＣ 三浦  耕史 85

― 新開  成彦 すま離宮ＴＣ 佐伯  明彦

― 三浦  耕史 神戸LTC W.O 山本  健司

― 佐伯  明彦 神戸ＬＴＣ 山本  健二  

G22967 寺田  哲也 ネオローン 81

G22966 伊藤  達哉 ネオローン

　　 BYE 　　 間野  裕一

　　 BYE 　　 山盛  光

　　 BYE 　　 97

　　 BYE 　　

G23241 間野  裕一 三菱重工

G00991 山盛  光 サンランドロイヤルＴＣ

G01116 加古  潤三郎 広野田園TC

G13710 藤賀  康穂 エリア’８７

　　 　　 加古  潤三郎

　　 　　 藤賀  康穂

G22450 江川  和男 星和高原ＴＣ 山田  洋司 85

G02030 吉田  文俊 星和高原ＴＣ 岡田  孝史

G21646 山田  洋司 人丸ＴＣ 84 加古  潤三郎

G22366 岡田  孝史 ごいち会 藤賀  康穂

G09676 金尾  博和 ecole-f 86

Ｇ21133 寺西  章好 神戸大学教職員ﾃﾆｽ部

　　 　　 坪倉  利孝

　　 　　 木下  嘉夫

　　 　　 84

　　 　　

Ｇ06513 坪倉  利孝 ユニバー神戸TC

G01171 木下  嘉夫 Ｉ-RIVER８４’ＴＲ
8
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G17897 諏澤  誠治 ＩＴＣ

G01263 西本  陽一 ユニバー神戸ＴＣ

　　 　　 諏澤  誠治

　　 　　 西本  陽一

G19019 清水  弘治 芦屋ｼｰｻｲﾄﾞ 清水  弘治 86

G01189 山本  史雄 姫路ローンＴＣ 山本  史雄

G21072 田中  正彦 廿日市ﾛｰﾝＴＣ W.O 中川  恒雄

G21425 山下  聰 廿日市ﾛｰﾝＴＣ 藤田  啓一

G05434 中川  恒雄 ｱｻﾑﾗｻｷ･ｸﾞﾘｰﾝｽﾄｰﾝﾋﾙｽﾞ 85

G23432 藤田  啓一 リョーコーＴＣ

　　 　　 中川  恒雄

　　 　　 藤田  啓一

　　 　　 81

　　 　　

G13585 橋本  富夫 TOPﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 稲葉  浩三

G17649 島村  廣信 ＯＪＭ 塩田  和男

G01179 豊山  悦弘 アイテニスクラブ 83

G01269 吉田  一紀 ｸﾗﾚｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ宝塚

　　 　　 小堀  嘉朗

　　 　　 橋本  庄司

　　 　　 85

　　 　　

Ｇ14545 小堀  嘉朗 チームKワールド 稲葉  浩三

G07940 橋本  庄司 ファミリーテニスクラブ 塩田  和男

― 能勢  泰治 神戸LTC 85

― 永根  正人 神戸LTC

　　 　　 稲葉  浩三

　　 　　 塩田  和男

　　 　　 83

　　 　　

G05452 稲葉  浩三 アイテニスクラブ

G12229 塩田  和男 アイテニスクラブ

15 BYE

16

男子65歳ダブルス
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G01517 阿部  欣亮 サンランドロイヤルＴＣ 常次  正和

G21551 柴田  信雄 カラバッシュＴＣ 桑原  憲一

G19623 常次  正和 芦屋ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽ 86 重盛  等

Ｇ08000 桑原  憲一 芦屋ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽ 山本  弘一

ー 中山  勝彦 しあわせ元気会 重盛  等 85

ー 石河  正博 しあわせ元気会 山本  弘一

G16148 重盛  等 守口ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 97 重盛  等

G08131 山本  弘一 万博ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 山本  弘一

― 渡部  崇男 神戸ＬＴＣ 福永  修 86

― 西村  市郎 奈良国際ＴＣ 渡瀬  明男

G09512 福永  修 ecole-f 85 福永  修

G01760 渡瀬  明男 鹿児島ローンＴＣ 渡瀬  明男

― 鳥脇  勝司 しあわせ元気会 井上  隆志 86

― 芦田  義和 しあわせ元気会 小林  仁

G17900 井上  隆志 サンランドロイヤルＴＣ 81

G01852 小林  仁 宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝＴＣ

1 2 3 勝 敗 順位

L04215 早野  知実

Ｌ04489 若竹  智佳恵

Ｌ08476 矢野  真弓

L18850 酒井  美佳子

L10023 船橋  美好子

L10022 玉田  年世

女子55歳ダブルス

1 2

カクテル企画

ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎

ユニバー神戸TC

ユニバー神戸TC

松田テニス塾

松田テニス塾
3 68 83 1

0 1

2 18 38 0 2 3

1 81 86 2
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