
F1：第２８回京都市オータムトーナメント

男子シングルス 35歳以上
登録No Seed Name 1R SF F

1 G0023586 1 小嶋 将斗 個人加盟 小嶋 将斗
優勝 ： 251

2 bye

   
準優勝 ： 175

3 G0025258 浅田 芳樹 個人加盟

   

WINNER
ベスト4 ： 122

4 三木 雅文 個人加盟

   
初戦敗退 ： 9

5 G0024970 服部 公久 個人加盟

   

6 G0024036 野村 重人 パブリック宝ヶ池

   

7 bye 兵頭 雅文

   

8 G0025248 2 兵頭 雅文 個人加盟

   

   



F1：第２８回京都市オータムトーナメント

男子シングルス 40歳以上
登録No Seed Name 1R SF F

1 G0021582 1 岩崎 寛 個人加盟

優勝 ： 251

2 G0024345 藤田 功博 東山TC

   
準優勝 ： 175

3 G0024654 三宅 俊幹 パブリック宝ヶ池

   

WINNER
ベスト4 ： 122

4 G0022777 山田 秀樹 個人加盟

   
初戦敗退 ： 9

5 G0025192 東 太郎 ノア・インドアステージ京都西

   

6 G0024612 小林 均 個人加盟

   

7 G0025190 小西 慶典 NTC

   

8 G0018969 2 山下 隆征 個人加盟

   

   



F1：第２８回京都市オータムトーナメント

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

1 G0020512 1 入江 正和 個人加盟 入江 正和 優勝 ： 326

2 bye
   準優勝 ： 227

3 G0025152 塚本 純也 個人加盟
   ベスト4 ： 159

4 G0025367 釘野 康史 パブリック宝ヶ池
   ベスト8 ： 110

5 G0018471 豊田 俊資 個人加盟
   ベスト16 ： 77

6 G0018139 堀江 邦看 個人加盟
   初戦敗退 ： 9

7 G0024439 片山 直紀 個人加盟
   

8 G0017501 5～8 藪本 敦士 個人加盟
   

9 G0017333 3～4 仲間 裕記 個人加盟 仲間 裕記
   

10 bye
   

11 G0023409 印部 俊雄 個人加盟
   

12 G0025036 堀田 英嗣 ウィルホールディングス
   

13 G0019263 竹田 臣也 個人加盟
   

14 G0023271 濱田 健太郎 個人加盟
   

15 G0023625 佐藤 勝英 個人加盟
   

WINNER

16 G0018325 5～8 水本 圭治 個人加盟
   

17 G0017720 5～8 中西 宏介 Hankees
   

18 G0025293 大森 信孝 個人加盟
   

19 G0018960 藤原 高之 個人加盟
   

20 石川 泰 個人加盟
   

21 坂本 朝和 個人加盟
   

22 G0021041 冨 仁志 個人加盟
   

23 bye 井上 修一
   

24 G0018348 3～4 井上 修一 個人加盟
   

25 G0018375 5～8 武田 賢悟 個人加盟
   

26 G0024859 坂本 将典 個人加盟
   

27 G0025133 成瀬 賢一 個人加盟
   

28 G0020427 山口 大助 個人加盟
   

29 G0022369 釘田 悦男 個人加盟
   

30 東 広和 ヴァルブランシュTC
   

31 bye 神田 寛之
   

32 G0016934 2 神田 寛之 ウィルホールディングス
   



F1：第２８回京都市オータムトーナメント

男子シングルス 50歳以上
登録No Seed Name 1R 2R 3R QF SF F

1 G0016468 1 岩佐 武則 ウィルホールディングス 岩佐 武則 優勝 ： 371

2 bye    準優勝 ： 259

3 G0020074 今岡 憲俊 個人加盟    ベスト4 ： 181

4 G0006932 今出 広一 テニスハウス    ベスト8 ： 126

5 G0022803 三原 隆史 個人加盟 三原 隆史    ベスト16 ： 88

6 bye    ベスト32 ： 61

7 bye 江口 大介    初戦敗退 ： 9

8 G0024536 13～16 江口 大介 個人加盟    

9 G0024020 9～12 森下 貴博 個人加盟 森下 貴博    

10 bye    

11 bye 板倉 正人    

12 G0020584 板倉 正人 個人加盟    

13 G0023523 中嶋 亮一 個人加盟 中嶋 亮一    

14 bye    

15 bye 小林 和樹    

16 G0022961 5～8 小林 和樹 個人加盟    

17 G0012309 3～4 山村 努 個人加盟 山村 努    

18 bye    

19 bye 奥野 仁史    

20 G0019153 奥野 仁史 個人加盟    

21 G0022026 中西 功 個人加盟 中西 功    

22 bye    

23 bye 青木 聡明    

24 G0020386 13～16 青木 聡明 個人加盟    

25 G0023582 9～12 有田 健二 個人加盟 有田 健二    

26 bye    

27 bye 西村 聡    

28 西村 聡 個人加盟    

29 G0024219 西 善也 個人加盟 西 善也    

30 bye    

31 bye 坂本 純一    WINNER

32 G0012189 5～8 坂本 純一 京都庭球友会    

33 G0020930 5～8 市丸 勝之 個人加盟 市丸 勝之    
34 bye    

35 bye 宮崎 拓    

36 G0021963 宮崎 拓 個人加盟    

37 G0025371 栗原 勝範 個人加盟 栗原 勝範    

38 bye    

39 bye 石崎 雅和    

40 G0019311 9～12 石崎 雅和 個人加盟    

41 G0024695 13～16 坂本 幸成 個人加盟 坂本 幸成    

42 bye    

43 bye 今宮 隆    

44 今宮 隆 SCREEN HD    

45 G0024358 馬場 貴幸 個人加盟 馬場 貴幸    

46 bye    

47 bye 森川 岳    

48 G0025193 3～4 森川 岳 個人加盟    

49 G0016110 5～8 永山 健 個人加盟 永山 健    

50 bye    

51 bye 山口 哲    

52 山口 哲 京都市消防局    

53 G0023861 藤原 順二 個人加盟 藤原 順二    

54 bye    

55 bye 八重澤 正樹    

56 G0022936 9～12 八重澤 正樹 個人加盟    

57 G0024339 13～16 福田 正範 個人加盟 福田 正範    

58 bye    

59 bye 奥野 誠    

60 G0018957 奥野 誠 ヴァルブランシュTC    

61 G0024442 田中 康一 個人加盟 田中 康一    

62 bye    

63 bye 岡本 秀貴    

64 G0017152 2 岡本 秀貴 個人加盟    



F1：第２８回京都市オータムトーナメント

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

1 G0005102 1 家高 秀紀 個人加盟 家高 秀紀 優勝 ： 326

2 bye
   準優勝 ： 227

3 G0022876 前川 陽一 個人加盟
   ベスト4 ： 159

4 G0018404 茨木 亮二 神足テニスクラブ
   ベスト8 ： 110

5 G0024591 堂本 嘉信 個人加盟
   ベスト16 ： 77

6 G0024248 東 重彦 個人加盟
   初戦敗退 ： 9

7 bye 松岡 聰
   

8 G0024318 5～8 松岡 聰 個人加盟
   

9 G0023195 3～4 知屋城 浩 個人加盟 知屋城 浩
   

10 bye
   

11 山﨑 裕之 四宮TC
   

12 G0025205 藤本 康弘 個人加盟
   

13 G0024284 蒲池 典孝 個人加盟
   

14 G0019522 石高 文康 パブリックテニス宝ヶ池
   

15 bye 磯野 且知
   

WINNER

16 G0024030 5～8 磯野 且知 個人加盟
   

17 G0023584 5～8 永井 浩 個人加盟 永井 浩
   

18 bye
   

19 G0021430 高本 克彦 個人加盟
   

20 山本 拓男 個人加盟
   

21 G0020324 内田 明宏 個人加盟
   

22 菅沼 一洋 ヴァルブランシュTC
   

23 bye 橋本 龍一
   

24 G0022728 3～4 橋本 龍一 テニスハウス
   

25 G0019519 5～8 古家 丈尚 個人加盟 古家 丈尚
   

26 bye
   

27 G0024060 岡野 正治 個人加盟
   

28 塩見 泰男 神足テニスクラブ
   

29 G0023780 荒木 学 個人加盟
   

30 大澤 亮次 個人加盟
   

31 bye 西村 尚彦
   

32 G0014286 2 西村 尚彦 個人加盟
   



F1：第２８回京都市オータムトーナメント

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

1 G0025092 1 米澤 正喜 個人加盟 米澤 正喜 優勝 ： 371

2 bye    準優勝 ： 259

3 中根 一樹 大原グリーンTC    ベスト4 ： 181

4 G0024924 井戸 清正 個人加盟    ベスト8 ： 126

5 G0006944 竹内 壽巳 個人加盟 竹内 壽巳    ベスト16 ： 88

6 bye    ベスト32 ： 61

7 bye 吉村 武英    初戦敗退 ： 9

8 G0022616 13～16 吉村 武英 個人加盟    

9 G0024323 9～12 寒川 隆雄 個人加盟 寒川 隆雄    

10 bye    

11 G0022953 下田 茂冨 個人加盟    

12 G0015852 久保田 勉 個人加盟    

13 G0023687 安水 正 個人加盟    

14 岡田 耕一 ヴァルブランシュTC    

15 bye 山盛 光    

16 G0000991 5～8 山盛 光 個人加盟    

17 G0022287 3～4 清水 渉 個人加盟 清水 渉    

18 bye    

19 G0024762 﨑本 芳弘 ロイヤルガーデンTC    

20 G0022163 小宮 宏文 個人加盟    

21 G0020334 中村 幸介 個人加盟 中村 幸介    

22 bye    

23 bye 酒井 秀樹    

24 G0022043 13～16 酒井 秀樹 個人加盟    

25 G0020518 9～12 安岡 宏次 個人加盟 安岡 宏次    

26 bye    

27 bye 田中 克典    

28 G0014797 田中 克典 個人加盟    

29 G0022694 祐安 克典 島津製作所    

30 G0023281 西中 則人 個人加盟    

31 bye 伊藤 順一    WINNER

32 G0024215 5～8 伊藤 順一 個人加盟    

33 G0022568 5～8 加藤 繁男 個人加盟 加藤 繁男    
34 bye    

35 G0025206 岡 昌行 京都ローンTC    

36 坂田 晴人 個人加盟    

37 木村 滋樹 個人加盟 木村 滋樹    

38 bye    

39 bye 村田 良宏    

40 G0016504 9～12 村田 良宏 個人加盟    

41 G0004724 13～16 中嶋 治 個人加盟 中嶋 治    

42 bye    

43 bye 宮嶋 利行    

44 宮嶋 利行 個人加盟    

45 G0019653 福田 工 京都庭球友会    

46 G0017085 三橋 正典 個人加盟    

47 bye 河上 光次    

48 G0015465 3～4 河上 光次 個人加盟    

49 G0022695 5～8 大越 暁 島津製作所所 大越 暁    

50 bye    

51 G0025526 由谷 正巳 個人加盟    

52 G0022784 小谷 誠毅 個人加盟    

53 G0023028 板谷 真治 個人加盟 板谷 真治    

54 bye    

55 bye 山田 徹    

56 G0023733 9～12 山田 徹 個人加盟    

57 G0001161 13～16 駒田 晋吾 ロイヤルガーデンTC 駒田 晋吾    

58 bye    

59 bye 橋本 縉治    

60 G0005280 橋本 縉治 個人加盟    

61 G0019351 房本 禎之 個人加盟    

62 G0017295 脇田 芳徳 個人加盟    

63 bye 大毛 義浩    

64 G0014435 2 大毛 義浩 個人加盟    



F1：第２８回京都市オータムトーナメント

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

1 G0016555 1 中井 敏夫 個人加盟 中井 敏夫 優勝 ： 326

2 bye
   準優勝 ： 227

3 G0008121 山北 兼司 個人加盟
   ベスト4 ： 159

4 G0023357 中庄谷 修 ロイヤルガーデンTC
   ベスト8 ： 110

5 長尾 克夫 個人加盟
   ベスト16 ： 77

6 G0022248 青木 茂夫 個人加盟
   初戦敗退 ： 9

7 bye 福澤 健次
   

8 G0017585 5～8 福澤 健次 個人加盟
   

9 G0023952 3～4 葉田 晃三 個人加盟 葉田 晃三
   

10 bye
   

11 笹井 義彦 テニスハウス
   

12 G0019911 貝塚 昭男 個人加盟
   

13 G0013524 山田 純也 個人加盟
   

14 G0022653 関川 卓司 個人加盟
   

15 G0020618 阪本 佳一 個人加盟
   

WINNER

16 G0020646 5～8 米田 克己 ノアインドアステージ京都西
   

17 G0017909 5～8 若林 利一 個人加盟
   

18 G0025176 横井 英雄 ホワイティ
   

19 G0018345 中島 秀和 ロイヤルガーデンTC
   

20 西田 カツミ 個人加盟
   

21 藤田 英男 個人加盟
   

22 G0024803 島雄 洋 個人加盟
   

23 bye 中西 雅治
   

24 G0001482 3～4 中西 雅治 個人加盟
   

25 G0021006 5～8 松田 清隆 個人加盟 松田 清隆
   

26 bye
   

27 G0023058 前田 法男 ヴァルブランシュTC
   

28 G0024988 矢山 雅彦 個人加盟
   

29 G0016927 植村 二郎 テニスハウス
   

30 G0022693 松田 勝則 個人加盟
   

31 bye 中嶋 勤成
   

32 G0004725 2 中嶋 勤成 個人加盟
   



F1：第２８回京都市オータムトーナメント

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

1 G0001215 1 松本 千秋 個人加盟 松本 千秋 優勝 ： 326

2 bye
   準優勝 ： 227

3 松山 昌裕 京都ローンTC
   ベスト4 ： 159

4 G0006852 奥野 光太郎 個人加盟
   ベスト8 ： 110

5 G0018446 長谷川 武 個人加盟 長谷川 武
   ベスト16 ： 77

6 bye
   初戦敗退 ： 9

7 bye 安永 敏郎
   

8 G0019342 5～8 安永 敏郎 個人加盟
   

9 G0008109 3～4 伊村 邦夫 個人加盟 伊村 邦夫
   

10 bye
   

11 bye 重盛 等
   

12 G0016148 重盛 等 個人加盟
   

13 今 英人 パブリックテニス洛西 今 英人
   

14 bye
   

15 bye 浦野 俊也
   

WINNER

16 G0021704 5～8 浦野 俊也 個人加盟
   

17 G0011314 5～8 伊藤 昇 個人加盟 伊藤 昇
   

18 bye
   

19 bye 金 京史
   

20 G0018959 金 京史 個人加盟
   

21 G0025372 中田 博 個人加盟 中田 博
   

22 bye
   

23 bye 松本 美樹
   

24 G0024525 3～4 松本 美樹 大原グリーンTC
   

25 G0024239 5～8 片岡 義美 個人加盟 片岡 義美
   

26 bye
   

27 bye 村山 安士
   

28 村山 安士 東山テニスクラブ
   

29 G0025285 大倉 成光 個人加盟 大倉 成光
   

30 bye
   

31 bye 伊賀 誠
   

32 G0017393 2 伊賀 誠 個人加盟
   



F1：第２８回京都市オータムトーナメント

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

1 G0001517 1 阿部 欽亮 個人加盟 阿部 欽亮
優勝 ： 286

2 bye

   
準優勝 ： 199

3 G0020161 山口 博造 個人加盟

   
ベスト4 ： 139

4 中村 晋造 ロイヤルガーデンTC

   
ベスト8 ： 96

5 G0012901 3～4 坂下 菊男 個人加盟 坂下 菊男

   
初戦敗退 ： 9

6 bye

   

7 bye 桜田 富郎

   

WINNER

8 桜田 富郎 京都ローンTC

   

9 G0012284 大八木 幸三 ヴァルブランシュTC 大八木 幸三

   

10 bye

   

11 bye 山口 幹夫

   

12 G0013910 3～4 山口 幹夫 個人加盟

   

13 G0022875 溝上 繁男 個人加盟 溝上 繁男

   

14 bye

   

15 bye 佐竹 秀一

   

16 G0001954 2 佐竹 秀一 個人加盟

   



F1：第２８回京都市オータムトーナメント

男子シングルス 80歳以上
登録No Seed Name 1R SF F

1 G0011304 1 奥村 光弘 個人加盟 奥村 光弘
優勝 ： 251

2 bye

   
準優勝 ： 175

3 G0017296 里深 信行 ヴァルブランシュTC

   

WINNER
ベスト4 ： 122

4 G0019184 武田 光之 個人加盟

   
初戦敗退 ： 9

5 G0025124 西川 幸一良 個人加盟

   

6 G0019202 宮上 逸郎 京都ローンTC

   

7 bye 矢野 良市

   

8 G0017191 2 矢野 良市 個人加盟

   

   



F1：第２８回京都市オータムトーナメント

女子シングルス 45歳以上
登録No Seed Name 1R F

1 L0012635 1 橋本 明香 個人加盟 WINNER
優勝 ： 220

2 苗村 裕子 個人加盟

   
準優勝 ： 154

3 L0020269 柏木 貴子 個人加盟

   
初戦敗退 ： 9

4 L0011780 岩本 淳子 ヴァルブランシュTC

   



F1：第２８回京都市オータムトーナメント

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

1 L0010207 1 森花 治美 個人加盟 森花 治美
優勝 ： 286

2 bye

   
準優勝 ： 199

3 前田 朋子 個人加盟

   
ベスト4 ： 139

4 岡田 智絵 島津製作所

   
ベスト8 ： 96

5 L0011825 3～4 佐藤 陽子 個人加盟 佐藤 陽子

   
初戦敗退 ： 9

6 bye

   

7 bye 佐々木 順子

   

WINNER

8 L0020074 佐々木 順子 個人加盟

   

9 L0019210 上山 友紀 個人加盟

   

10 L0020022 下村 由美 INOUEテニスアカデミー

   

11 bye 浅野 正子

   

12 L0010885 3～4 浅野 正子 個人加盟

   

13 L0012607 奥野 博子 個人加盟

   

14 谷口 千穂 テニスハウス

   

15 bye 橋 由美

   

16 L0019295 2 橋 由美 個人加盟

   



F1：第２８回京都市オータムトーナメント

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

1 L0006389 1 河辺 美枝 個人加盟 河辺 美枝
優勝 ： 286

2 bye

   
準優勝 ： 199

3 L0019699 神山 宏予 個人加盟

   
ベスト4 ： 139

4 L0010277 渕下 はるみ 個人加盟

   
ベスト8 ： 96

5 L0018929 3～4 中田 亜矢子 個人加盟 中田 亜矢子

   
初戦敗退 ： 9

6 bye

   

7 bye 堀 真由美

   

WINNER

8 L0009279 堀 真由美 個人加盟

   

9 L0009698 湊 朱美 個人加盟 湊 朱美

   

10 bye

   

11 bye 笠原 昭子

   

12 L0011088 3～4 笠原 昭子 個人加盟

   

13 L0025343 岡本 喜代美 個人加盟

   

14 L0012251 東 典子 個人加盟

   

15 bye 石田 京子

   

16 L0010489 2 石田 京子 個人加盟

   



F1：第２８回京都市オータムトーナメント

女子シングルス 60歳以上
登録No Seed Name 1R SF F

1 L0012414 1 角 元子 個人加盟

優勝 ： 251

2 L0010966 加藤 純子 個人加盟

   
準優勝 ： 175

3 L0008476 矢野 真弓 個人加盟

   

WINNER
ベスト4 ： 122

4 L0012547 前田 裕子 個人加盟

   
初戦敗退 ： 9

5 L0008952 森井 偉久子 個人加盟

   

6 L0008182 井上 典子 個人加盟

   

7 L0005047 竹村 純恵 個人加盟

   

8 L0006824 2 若松 美雪 ヴァルブランシュTC

   

   



F1：第２８回京都市オータムトーナメント

女子シングルス 65歳以上
登録No Seed Name 1R F

1 L0010539 1 坪井 貴美子 個人加盟 WINNER
優勝 ： 220

2 L0004699 亀丸 礼子 個人加盟

   
準優勝 ： 154

3 L0012438 冨岡 洋子 個人加盟

   
初戦敗退 ： 9

4 L0019712 兼頼 知子 個人加盟

   



F1：第２８回京都市オータムトーナメント

男子ダブルス 45歳以上
登録No Seed Name 1R SF F

1 G0018375 1 武田 賢悟 個人加盟
優勝 ： 251

G0018960 藤原 高之 個人加盟 武田 賢悟 / 藤原 高之
準優勝 ： 175

2 bye

   
ベスト4 ： 122

bye
初戦敗退 ： 9

3 G0022430 藤井 正和 チーム真魚

   

今村 均 ITC京都西インドアテニスクラブ

4 G0023409 印部 俊雄 個人加盟

   

WINNER

G0015961 印部 泰男 個人加盟

5 G0025152 塚本 純也 個人加盟

   

坂本 朝和 個人加盟 塚本 純也 / 坂本 朝和

6 bye

   

bye

7 bye

   

bye 中西 宏介 / 中西 伸介

8 G0017720 2 中西 宏介 Hankees

   

G0018556 中西 伸介 Hankees

   



F1：第２８回京都市オータムトーナメント

男子ダブルス 50歳以上
登録No Seed Name

1 G0012189 1 坂本 純一 京都庭球友会 ー ー 優勝 ： 220

G0006932 今出 広一 テニスハウス ー ー 準優勝 ： 154

ー ー 初戦敗退 ： 9

2 G0019153 奥野 仁史 個人加盟 ー ー

村口 順一 Hankees ー ー

ー ー

3 G0018957 奥野 誠 ヴァルブランシュＴＣ ー    ー

G0022026 中西 功 個人加盟 ー ー

ー ー

■ No Show、Withdraw、Retireした選手の試合は「完了試合」と含まれず、完了試合の多い選手を優先的に順位が決められる

■ 2名の勝敗が同じ場合：同率となった2名の直接対決の結果で、勝者が上位、敗者が下位となります

■ 3名の勝敗が同じ場合：取得セット率で計算します（取得セット数÷全試合のセット合計数）

■セット率も同じ場合：取得ゲーム率で計算します（取得ゲーム数÷全試合のゲーム合計数）

   

位

位

坂本 純一／今出 広一 奥野 仁史／村口 順一 奥野 誠／中西 功

位



F1：第２８回京都市オータムトーナメント

男子ダブルス 55歳以上
登録No Seed Name 1R F

1 G0022728 1 橋本 龍一 テニスハウス

優勝 ： 220

G0014286 西村 尚彦 個人加盟

準優勝 ： 154

2 G0023780 荒木 学 個人加盟

   

WINNER
初戦敗退 ： 9

G0022268 林 公一 個人加盟

3 G0024318 松岡 聰 個人加盟

   

G0019519 古家 丈尚 個人加盟

4 G0024346 久留 徹 パブリックテニス宝ヶ池

   

G0019522 石高 文康 パブリックテニス宝ヶ池

   



F1：第２８回京都市オータムトーナメント

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

1 G0001161 1 駒田 晋吾 ロイヤルガーデンTC
優勝 ： 286

G0018971 中村 幸彦 ロイヤルガーデンTC 駒田 晋吾 / 中村 幸彦
準優勝 ： 199

2 bye
   ベスト4 ： 139

bye
ベスト8 ： 96

3 G0022173 角田 豊 個人加盟
   初戦敗退 ： 9

G0023051 足立 晶彦 個人加盟

4 G0022953 下田 茂冨 個人加盟
   

飛田 義和 大原グリーンTC

5 G0016504 3～4 村田 良宏 個人加盟
   

G0008058 高森 明 個人加盟 村田 良宏 / 高森 明

6 bye
   

bye

7 bye
   

bye 多田 芳朗 / 高木 康男

8 G0023084 多田 芳朗 京都市役所テニス部
   

WINNER

高木 康男 個人加盟

9 G0024762 﨑本 芳弘 ロイヤルガーデンTC
   

G0019653 福田 工 京都庭球友会 﨑本 芳弘 / 福田 工

10 bye
   

bye

11 bye
   

bye 清水 渉 / 三上 誠

12 G0022287 3～4 清水 渉 個人加盟
   

G0025085 三上 誠 個人加盟

13 G0022694 祐安 克典 島津製作所
   

G0004349 市村 篤 個人加盟

14 G0025496 高田 浩 テニスハウス
   

G0025475 瀧井 敏之 テニスハウス

15 bye
   

bye 河上 光次 / 井藤 勝也

16 G0015465 2 河上 光次 個人加盟
   

G0002564 井藤 勝也 個人加盟

   



F1：第２８回京都市オータムトーナメント

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

1 G0016555 1 中井 敏夫 個人加盟
優勝 ： 286

G0001185 秋山 郁夫 個人加盟 中井 敏夫 / 秋山 郁夫
準優勝 ： 199

2 bye
   ベスト4 ： 139

bye
ベスト8 ： 96

3 G0020618 阪本 佳一 個人加盟
   初戦敗退 ： 9

藤田 英男 個人加盟

4 G0023357 中庄谷 修 ロイヤルガーデンTC
   

G0016927 植村 二郎 テニスハウス

5 G0004131 3～4 屋代 春幸 個人加盟
   

G0004725 中嶋 勤成 個人加盟 屋代 春幸 / 中嶋 勤成

6 bye
   

bye

7 bye
   

bye 海家 秀夫 / 大谷 荘二

8 G0017199 海家 秀夫 個人加盟
   

WINNER

G0024151 大谷 荘二 個人加盟

9 G0018345 中島 秀和 ロイヤルガーデンTC
   

石原 浩充 個人加盟 中島 秀和 / 石原 浩充

10 bye
   

bye

11 bye
   

bye 松田 清隆 / 福澤 健次

12 G0021006 3～4 松田 清隆 個人加盟
   

G0017585 福澤 健次 個人加盟

13 G0017172 佐野 直 個人加盟
   

G0023058 前田 法男 ヴァルブランシュTC 佐野 直 / 前田 法男

14 bye
   

bye

15 bye
   

bye 坪倉 利孝 / 寺西 章好

16 G0006513 2 坪倉 利孝 個人加盟
   

G0021133 寺西 章好 個人加盟

   



F1：第２８回京都市オータムトーナメント

男子ダブルス 70歳以上
登録No Seed Name 1R F

1 G0012229 1 塩田 和男 個人加盟

優勝 ： 220

G0018084 新見 利幸 個人加盟

準優勝 ： 154

2 G0016148 重盛 等 個人加盟

   

WINNER
初戦敗退 ： 9

G0018822 本間 博 個人加盟

3 G0008109 伊村 邦夫 個人加盟

   

G0021704 浦野 俊也 個人加盟

4 G0025372 中田 博 個人加盟

   

G0024354 今河 修 個人加盟

   



F1：第２８回京都市オータムトーナメント

男子ダブルス 75歳以上
登録No Seed Name

1 G0001517 1 阿部 欽亮 個人加盟 ー ー 優勝 ： 220

G0021551 柴田 信雄 個人加盟 ー ー 準優勝 ： 154

ー ー 初戦敗退 ： 9

2 G0001954 佐竹 秀一 個人加盟 ー ー

G0008271 奥田 彦三郎 個人加盟 ー ー

ー ー

3 G0019980 波島 正幸 個人加盟 ー    ー

G0021746 田川 忠敬 個人加盟 ー ー

ー ー

■ No Show、Withdraw、Retireした選手の試合は「完了試合」と含まれず、完了試合の多い選手を優先的に順位が決められる

■ 2名の勝敗が同じ場合：同率となった2名の直接対決の結果で、勝者が上位、敗者が下位となります

■ 3名の勝敗が同じ場合：取得セット率で計算します（取得セット数÷全試合のセット合計数）

■セット率も同じ場合：取得ゲーム率で計算します（取得ゲーム数÷全試合のゲーム合計数）

   

位

位

阿部 欽亮／柴田 信雄 佐竹 秀一／奥田 彦三郎 波島 正幸／田川 忠敬

位



F1：第２８回京都市オータムトーナメント

女子ダブルス 50歳以上
登録No Seed Name 1R F

1 L0018371 1 井上 紫乃 ロイヤルガーデンTC

優勝 ： 220

L0019355 中村 有美子 個人加盟

準優勝 ： 154

2 L0010396 田ノ上 知津 個人加盟

   

WINNER
初戦敗退 ： 9

L0011306 岡部 智子 個人加盟

3 L0010207 森花 治美 個人加盟

   

L0010209 赤松 京子 個人加盟

4 L0010509 西尾 優子 個人加盟

   

L0010511 上野 聡子 個人加盟

   



F1：第２８回京都市オータムトーナメント

女子ダブルス 55歳以上
登録No Seed Name 1R SF F

1 L0010989 1 垣内 清美 大原グリーンTC
優勝 ： 251

L0011267 松山 知恵子 大原グリーンTC 垣内 清美 / 松山 知恵子
準優勝 ： 175

2 bye

   
ベスト4 ： 122

bye
初戦敗退 ： 9

3 L0018852 露木 眞由美 個人加盟

   

L0018853 大山 莉捺 ITC京都西

4 L0019148 山田 由里子 ホワイティＴ.C

   

WINNER

堤 千秋 個人加盟

5 川勝 麻衣子 ヴァルブランシュTC

   

髙井 英子 ITC京都西インドアテニスクラブ

6 L0018588 岡島 春美 大原グリーンTC

   

L0025450 藤尾 あゆみ 個人加盟

7 bye

   

bye 下田 佐知 / 山﨑 五月

8 L0010664 2 下田 佐知 個人加盟

   

L0009329 山﨑 五月 個人加盟

   



F1：第２８回京都市オータムトーナメント

女子ダブルス 60歳以上
登録No Seed Name 1R F

1 L0020027 1 渡辺 郷子 個人加盟

優勝 ： 220

L0010044 相山 芳美 個人加盟

準優勝 ： 154

2 L0008476 矢野 真弓 個人加盟

   

WINNER
初戦敗退 ： 9

L0018850 酒井 美佳子 個人加盟

3 L0019103 難波 明美 個人加盟

   

L0020158 髙田 玲子 個人加盟

4 L0025429 谷口 英理子 テニスハウス

   

L0008379 安田 留里子 ITC京都西テニスクラブ

   



F1：第２８回京都市オータムトーナメント

女子ダブルス 70歳以上
登録No Seed Name 1R F

1 L0002666 1 日谷 裕子 個人加盟

優勝 ： 220

L0000901 田口 裕子 個人加盟

準優勝 ： 154

2 L0000726 土屋 章子 ヴァルブランシュTC

   

WINNER
初戦敗退 ： 9

L0002652 中村 規子 個人加盟

3 L0020054 林 恵子 ロイヤルガーデンTC

   

L0019911 立花 洋 個人加盟

4 L0007508 中村 和子 個人加盟

   

L0010507 小谷 美恵子 個人加盟

   


