
F1：第41回 京都市テニス選⼿権⼤会
男⼦シングルス 35歳以上

登録No Seed Name 1R QF SF F

1 G0023430 1 ⼩林 ⼀成 四ノ宮テニスクラブ ⼩林 ⼀成 優勝 ： 92

2 bye
   

⼩林 ⼀成 準優勝 ： 65

3 G0024514 河内 滋⼈ 個⼈加盟 河内 滋⼈
4140

ベスト4 ： 45

4 ⼩⽥ 紀彦 個⼈加盟
4040

⼩林 ⼀成 ベスト8 ： 31

5 G0023020 3〜4 上村 英路 個⼈加盟 上村 英路
4040

初戦敗退 ： 3

6 bye
   

上村 英路

7 G0025198 川瀧 貴⼤ 個⼈加盟 川瀧 貴⼤
4145(3)7-3

WINNER

8 G0025248 兵頭 雅⽂ 個⼈加盟
4242

⼩林 ⼀成

9 ⼤内 景太 個⼈加盟 ⽩⿃ 達也
4153

10 G0023392 ⽩⿃ 達也 個⼈加盟
4141

堀⼝ 明徳

11 bye 堀⼝ 明徳
4140

12 G0024146 3〜4 堀⼝ 明徳 個⼈加盟
   

⼩嶋 将⽃

13 G0024036 野村 重⼈ パブリック宝ヶ池 浅⽥ 芳樹
4140

14 浅⽥ 芳樹 個⼈加盟
4241

⼩嶋 将⽃

15 bye ⼩嶋 将⽃
4241

16 G0023586 2 ⼩嶋 将⽃ 個⼈加盟
   



F1：第41回 京都市テニス選⼿権⼤会
男⼦シングルス 40歳以上

登録No Seed Name 1R QF SF F

1 G0021582 1 岩崎 寛 個⼈加盟 岩崎 寛 優勝 ： 92

2 bye
   

岩崎 寛 準優勝 ： 65

3 G0025190 ⼩⻄ 慶典 NTC ⽔⾕ 聡
1442 7-3

ベスト4 ： 45

4 G0024847 ⽔⾕ 聡 個⼈加盟
4140

岸本 歩 ベスト8 ： 31

5 G0023013 3〜4 岸本 歩 個⼈加盟 岸本 歩
4241

初戦敗退 ： 3

6 bye
   

岸本 歩

7 G0025192 東 太郎 ノア・インドアステージ京都⻄ ⽚桐 崇
2441 7-1

WINNER

8 ⽚桐 崇 Hankees
WO

原⽥ ⻯介

9 G0024600 原⽥ ⻯介 個⼈加盟 原⽥ ⻯介
WO

10 G0024873 清川 浩平 個⼈加盟
54( )40

原⽥ ⻯介

11 bye 三宅 俊幹
1440 7-3

12 G0024654 3〜4 三宅 俊幹 パブリック宝ヶ池 原⽥ ⻯介

13 G0024601 ⾈⽊ 俊平 個⼈加盟 村井 征爾
4140

14 村井 征爾 SCREEN HD
3542 9-7

村井 征爾

15 bye 藤⽥ 功博
5342

16 G0024345 2 藤⽥ 功博 東⼭TC
   



F1：第41回 京都市テニス選⼿権⼤会
男⼦シングルス 45歳以上

登録No Seed Name 1R 2R QF SF F

1 G0017501 1 藪本 敦⼠ 個⼈加盟 藪本 敦⼠ 優勝 ： 105

2 bye    藪本 敦⼠ 準優勝 ： 73

3 ⾓野 誉⼠ 個⼈加盟 堀⽥ 健 4045(4)7-5 ベスト4 ： 51

4 堀⽥ 健 Hankees
4042 藪本 敦⼠ ベスト8 ： 35

5 G0022888 ⽇笠 浩之 個⼈加盟 ⽇笠 浩之 54(4)40 ベスト16 ： 24

6 bye    堀江 邦看 初戦敗退 ： 3

7 bye 堀江 邦看 1441 15-13

8 G0018139 5〜8 堀江 邦看 個⼈加盟
   

9 G0023409 3〜4 印部 俊雄 個⼈加盟 印部 俊雄 NotPlayed

10 bye    寺⽥ 茂⽣

11 釘野 康史 パブリック宝ヶ池 寺⽥ 茂⽣ 5342

12 G0018579 寺⽥ 茂⽣ 個⼈加盟
54(7)53 ⽵内 秀樹

13 G0025152 塚本 純也 個⼈加盟 ⽵内 秀樹 4124 9-7

14 G1973904 ⽵内 秀樹 個⼈加盟
2440 9-7 ⽵内 秀樹

15 bye 佐藤 勝英 54(4)40 WINNER

16 G0023625 5〜8 佐藤 勝英 個⼈加盟
   ⽚⼭ 直紀

17 G0016241 5〜8 中野 慎太郎 ノアインドアステージ 中野 慎太郎 WO

18 bye    中野 慎太郎

19 G0023833 ⼩峰 雅⾏ 個⼈加盟 ⼩峰 雅⾏ 4140

20 G0020088 ⽥澤 義博 個⼈加盟
4242 中野 慎太郎

21 G0019263 ⽵⽥ ⾂也 個⼈加盟 坂本 朝和
4154(5)

22 坂本 朝和 個⼈加盟
4242 中⻄ 宏介

23 bye 中⻄ 宏介 4241

24 G0017720 3〜4 中⻄ 宏介 Hankees
   ⽚⼭ 直紀

25 G0022369 5〜8 釘⽥ 悦男 個⼈加盟 釘⽥ 悦男 4004 7-5

26 bye    ⽚⼭ 直紀

27 bye ⽚⼭ 直紀 4242

28 G0024439 ⽚⼭ 直紀 個⼈加盟
   ⽚⼭ 直紀

29 G0025036 堀⽥ 英嗣 ウィルホールディングス ⼭⼝ ⼤助 54(4)53

30 G0020427 ⼭⼝ ⼤助 個⼈加盟
4041 江藤 宏⽂

31 bye 江藤 宏⽂ 5342

32 G0018346 2 江藤 宏⽂ 個⼈加盟
   



F1：第41回 京都市テニス選⼿権⼤会
男⼦シングルス 50歳以上

登録No Seed Name 1R 2R QF SF F

1 G0012189 1 坂本 純⼀ 京都庭球友会 坂本 純⼀ 優勝 ： 105

2 bye    坂本 純⼀ 準優勝 ： 73

3 ⾼⽥ 陽介 個⼈加盟 ⽴⽥ 健 4041 ベスト4 ： 51

4 G0025102 ⽴⽥ 健 個⼈加盟
4142 ⾹⼭ 健太郎 ベスト8 ： 35

5 G0020584 板倉 正⼈ 個⼈加盟 板倉 正⼈ WO ベスト16 ： 24

6 G0024536 江⼝ ⼤介 個⼈加盟
2440 7-2 ⾹⼭ 健太郎 初戦敗退 ： 3

7 G0021963 宮崎 拓 個⼈加盟 ⾹⼭ 健太郎 4140

8 G0024528 5〜8 ⾹⼭ 健太郎 個⼈加盟
4041 ⽯崎 雅和

9 G0019311 3〜4 ⽯崎 雅和 個⼈加盟 ⽯崎 雅和 4224 7-5

10 bye    ⽯崎 雅和

11 G0020074 今岡 憲俊 個⼈加盟 辻 良介 4145(4)7-4

12 辻 良介 東⼭テニスクラブ
4240 ⽯崎 雅和

13 G0024358 ⾺場 貴幸 個⼈加盟 藤原 順⼆ 2453 7-4

14 G0023861 藤原 順⼆ 個⼈加盟
4253 藤原 順⼆

15 今宮 隆 SCREEN HD ⽴原 博 4041 WINNER

16 G0024544 5〜8 ⽴原 博 個⼈加盟
4242 ⻄脇 信和

17 G0024210 5〜8 ⻄脇 信和 個⼈加盟 ⻄脇 信和 4141

18 bye    ⻄脇 信和

19 G0024442 ⽥中 康⼀ 個⼈加盟 ⽥中 康⼀ 4242

20 G0018957 奥野 誠 ヴァルブランシュＴＣ
5354(3) ⻄脇 信和

21 G0022026 中⻄ 功 個⼈加盟 中⻄ 功 4254(3)

22 藤本 康弘 個⼈加盟
4041 森下 貴博

23 bye 森下 貴博 1453 7-3

24 G0024020 3〜4 森下 貴博 個⼈加盟
   ⻄脇 信和

25 G0022376 5〜8 有浦 太郎 個⼈加盟 三原 隆史 2454(3)7-5

26 G0022803 三原 隆史 個⼈加盟
WO 三原 隆史

27 G0023565 ⼤原 章 個⼈加盟 ⼭⼝ 哲 2440 7-2

28 ⼭⼝ 哲 京都市消防局
4040 三原 隆史

29 G0018986 村⼝ 順⼀ Hankees 村⼝ 順⼀ 4054(5)

30 G0023523 中嶋 亮⼀ 個⼈加盟
4040 村⼝ 順⼀

31 bye 有⽥ 健⼆ 4104 7-5

32 G0023582 2 有⽥ 健⼆ 個⼈加盟
   



F1：第41回 京都市テニス選⼿権⼤会
男⼦シングルス 55歳以上

登録No Seed Name 1R 2R QF SF F

1 G0018902 1 ⼭本 健司 個⼈加盟 ⼭本 健司 優勝 ： 105

2 G0018404 茨⽊ 亮⼆ 神⾜テニスクラブ
   WO ⼭本 健司 準優勝 ： 73

3 藤⽥ 就⼀ 京都庭球友会 藤⽥ 就⼀ 4141 ベスト4 ： 51

4 G0022876 前川 陽⼀ 個⼈加盟
4140 ⼭本 健司 ベスト8 ： 35

5 G0024591 堂本 嘉信 個⼈加盟 酒井 ⾼保 4154(1) ベスト16 ： 24

6 G0021021 酒井 ⾼保 個⼈加盟
WO 酒井 ⾼保 初戦敗退 ： 3

7 G0024284 蒲池 典孝 個⼈加盟 蒲池 典孝 4142

8 G0005102 5〜8 家⾼ 秀紀 個⼈加盟
WO ⼭本 健司

9 G0016184 3〜4 百々 猛志 個⼈加盟 菅沼 ⼀洋 4135 7-3

10 菅沼 ⼀洋 ヴァルブランシュTC
4154(5) 菅沼 ⼀洋

11 G0019214 CHEN DAVID 個⼈加盟 CHEN DAVID
45(5)42 7-3

12 G0021430 ⾼本 克彦 個⼈加盟
1453 8-6 久留 徹

13 G0024346 久留 徹 パブリックテニス宝ヶ池 久留 徹 4054(8)

14 G0020265 伊藤 幸雄 個⼈加盟
4223RET 久留 徹

15 ⽔本 勝⽂ ＩＮＯＵＥテニスアカデミー ⽔本 勝⽂ 4141 WINNER

16 G0009972 5〜8 牧野 謙 個⼈加盟
WO ⻄村 昌晃

17 G0010581 5〜8 Richards Charles アプローチ Richards Charles
5324 7-5

18 G0020573 本釜 ⼀幸 個⼈加盟
4140

Richards Charles

19 ⼤澤 亮次 個⼈登録 井上 勇 4253

20 G0025115 井上 勇 個⼈加盟
4242 ⻄村 尚彦

21 G0024030 磯野 且知 個⼈加盟 ⽥中 耕司 4154(1)

22 G0020227 ⽥中 耕司 個⼈加盟
2442 10-8 ⻄村 尚彦

23 G0023029 三浦 基 京都庭球友会 ⻄村 尚彦 4254(6)

24 G0014286 3〜4 ⻄村 尚彦 個⼈加盟
4041 ⻄村 昌晃

25 G0017697 5〜8 堤 英俊 個⼈加盟 堤 英俊 4040

26 G0015393 松堂 ⾼⼠ 個⼈加盟
4042 堤 英俊

27 ⼭本 拓男 個⼈加盟 ⼭本 拓男 4040

28 G0020324 内⽥ 明宏 個⼈加盟
WO ⻄村 昌晃

29 G0023584 永井 浩 個⼈加盟 永井 浩 4253

30 塩⾒ 泰男 神⾜テニスクラブ
4035 7-3 ⻄村 昌晃

31 G0022179 ⼩川 照彦 個⼈加盟 ⻄村 昌晃 4042

32 G0001100 2 ⻄村 昌晃 ヴァルブランシュTC
4141



F1：第41回 京都市テニス選⼿権⼤会
男⼦シングルス 60歳以上

登録No Seed Name 1R 2R 3R QF SF F

1 G0014435 1 ⼤⽑ 義浩 個⼈加盟 ⼤⽑ 義浩 優勝 ： 120
2 bye    駒⽥ 晋吾 準優勝 ： 84
3 G0001161 駒⽥ 晋吾 ロイヤルガーデンテニスクラブ 駒⽥ 晋吾 4254(2) ベスト4 ： 58
4 G0020217 ⽥中 清充 個⼈加盟 4241 駒⽥ 晋吾 ベスト8 ： 40
5 G0006944 ⽵内 壽⺒ 個⼈加盟 ⽵内 壽⺒ 4041 ベスト16 ： 28
6 bye    ⼭⽥ 隆 ベスト32 ： 19
7 bye ⼭⽥ 隆 4153 初戦敗退 ： 3
8 G0016356 13〜16 ⼭⽥ 隆 京都市消防局    駒⽥ 晋吾
9 G0004724 9〜12 中嶋 治 個⼈加盟 中嶋 治 WO

10 bye    中嶋 治
11 G0019399 下⾥ 浩⼀ ⼤原グリーンテニスクラブ 下⾥ 浩⼀ 4240
12 G0022163 ⼩宮 宏⽂ 個⼈加盟 4242 酒井 秀樹
13 G0022043 酒井 秀樹 個⼈加盟 酒井 秀樹 4154(4)
14 G0023281 ⻄中 則⼈ 個⼈加盟 4041 酒井 秀樹
15 bye 寒川 隆雄 2453 7-1
16 G0024323 5〜8 寒川 隆雄 個⼈加盟    駒⽥ 晋吾
17 G0024215 3〜4 伊藤 順⼀ 個⼈加盟 伊藤 順⼀ 4041
18 bye    伊藤 順⼀
19 ⻘⽊ ⼀典 テニスハウス 市村 篤 4141
20 G0004349 市村 篤 個⼈加盟 4141 伊藤 順⼀
21 G0024450 江島 宏幸 個⼈加盟 江島 宏幸 4141
22 bye    下⽥ 茂冨
23 bye 下⽥ 茂冨 4253
24 G0022953 13〜16 下⽥ 茂冨 個⼈加盟    岡⽥ 耕⼀
25 G0023979 9〜12 菊地 耕三 個⼈加盟 菊地 耕三 5342
26 bye    坂⽥ 晴⼈
27 bye 坂⽥ 晴⼈ WO
28 坂⽥ 晴⼈ 個⼈加盟    岡⽥ 耕⼀
29 岡⽥ 耕⼀ ヴァルブランシュテニスクラブ 岡⽥ 耕⼀ 4140
30 G0024315 渡瀬 次郎 個⼈加盟 4040 岡⽥ 耕⼀
31 bye ⼭⽥ 徹 4041 WINNER
32 G0023733 5〜8 ⼭⽥ 徹 個⼈加盟    ⽶澤 正喜
33 G0000991 5〜8 ⼭盛 光 個⼈加盟 ⼭盛 光 4235 7-0
34 bye    中根 ⼀樹
35 G0023028 板⾕ 真治 個⼈加盟 中根 ⼀樹 4254(4)
36 中根 ⼀樹 ⼤原グリーンテニスクラブ 4142 ⼭本 進
37 G0014797 ⽥中 克典 個⼈加盟 ⽥中 克典 5354(4)
38 bye    ⼭本 進
39 bye ⼭本 進 WO
40 G0011294 9〜12 ⼭本 進 個⼈加盟    河上 光次
41 G0012144 13〜16 枝光 恒則 個⼈加盟 枝光 恒則 4040
42 bye    枝光 恒則
43 bye 岡 昌⾏ 4204 9-7
44 岡 昌⾏ 京都ローンテニスクラブ    河上 光次
45 G0020334 中村 幸介 個⼈加盟 福⽥ ⼯ 4141
46 G0019653 福⽥ ⼯ 京都庭球友会 4040 河上 光次
47 bye 河上 光次 4154(3)
48 G0015465 3〜4 河上 光次 個⼈加盟    ⽶澤 正喜
49 G0019644 5〜8 井上 新 個⼈加盟 井上 新 54(6)53
50 bye    井上 新
51 G0024762 﨑本 芳弘 ロイヤルガーデンテニスクラブ 﨑本 芳弘 4041
52 G0015852 久保⽥ 勉 個⼈加盟 4241 村⽥ 良宏
53 G0022325 中澤 清浩 個⼈加盟 中澤 清浩 4242
54 bye    村⽥ 良宏
55 bye 村⽥ 良宏 54(3)42
56 G0016504 9〜12 村⽥ 良宏 テニスハウス    ⽶澤 正喜
57 G0022616 13〜16 吉村 武英 個⼈加盟 吉村 武英 54(5)42
58 bye    吉村 武英
59 bye 坂東 聖明 4240
60 G0018130 坂東 聖明 個⼈加盟    ⽶澤 正喜
61 G0025092 ⽶澤 正喜 個⼈加盟 ⽶澤 正喜 4140
62 G0020393 萩原 良弘 個⼈加盟 4040 ⽶澤 正喜
63 bye 清⽔ 渉 WO
64 G0022287 2 清⽔ 渉 個⼈加盟    



F1：第41回 京都市テニス選⼿権⼤会
男⼦シングルス 65歳以上

登録No Seed Name 1R 2R QF SF F

1 G0016555 1 中井 敏夫 個⼈加盟 中井 敏夫 優勝 ： 105

2 bye    中井 敏夫 準優勝 ： 73

3 G0018345 中島 秀和 ロイヤルガーデンテニスクラブ 古村 朗 4240 ベスト4 ： 51

4 G0023104 古村 朗 ⼤原グリーンTC
2442 7-4 中井 敏夫 ベスト8 ： 35

5 G0023058 前⽥ 法男 ヴァルブランシュテニスクラブ 前⽥ 法男 4141 ベスト16 ： 24

6 G0019199 堀内 邦康 個⼈加盟
4041 前⽥ 法男 初戦敗退 ： 3

7 G0022797 中村 ⽂郎 個⼈加盟 平賀 俊夫 5353

8 G0023566 5〜8 平賀 俊夫 個⼈加盟
4040 中井 敏夫

9 G0013524 3〜4 ⼭⽥ 純也 個⼈加盟 ⼭⽥ 純也 4040

10 bye    ⼭⽥ 純也

11 ⻑尾 克夫 個⼈加盟 ⾙塚 昭男 4142

12 G0019911 ⾙塚 昭男 個⼈加盟
4240 阪本 佳⼀

13 G0020618 阪本 佳⼀ 個⼈加盟 阪本 佳⼀ 4140

14 G0025176 横井 英雄 ホワイティ
45(4)40 7-5

阪本 佳⼀

15 笹井 義彦 テニスハウス ⻘⽊ 茂夫 4242 WINNER

16 G0022248 5〜8 ⻘⽊ 茂夫 個⼈加盟
4154(7) 中井 敏夫

17 G0022693 5〜8 松⽥ 勝則 個⼈加盟 松⽥ 勝則 4040

18 G0016166 ⼋⽥ 能直 S.I.C DA-DA.F.88
WO 松⽥ 勝則

19 G0021104 平井 正弘 個⼈加盟 島雄 洋
4145(6) 7-4

20 G0024803 島雄 洋 個⼈加盟
3553RET ⽶⽥ 克⼰

21 G0024515 ⾕ 務 個⼈加盟 ⾕ 務 4241

22 G0024988 ⽮⼭ 雅彦 個⼈加盟
4142 ⽶⽥ 克⼰

23 bye ⽶⽥ 克⼰ 4141

24 G0020646 3〜4 ⽶⽥ 克⼰ ノア・インドアステージ京都⻄
   ⽶⽥ 克⼰

25 G0024626 5〜8 渡加 俊三 個⼈加盟 渡加 俊三 4242

26 G0016927 植村 ⼆郎 テニスハウス
4040 渡加 俊三

27 G0023357 中庄⾕ 修 ロイヤルガーデンテニスクラブ 中庄⾕ 修 4253

28 G0017909 若林 利⼀ 個⼈加盟
4242 渡加 俊三

29 ⼾⽥ 毅 パブリック宝ヶ池 ⼾⽥ 毅 4240

30 G0025209 ⼩間 政詞 個⼈加盟
4142 ⼭北 兼司

31 bye ⼭北 兼司 4140

32 G0008121 2 ⼭北 兼司 個⼈加盟
   



F1：第41回 京都市テニス選⼿権⼤会
男⼦シングルス 70歳以上

登録No Seed Name 1R 2R QF SF F

1 G0001215 1 松本 千秋 個⼈加盟 松本 千秋 優勝 ： 105

2 bye    松本 千秋 準優勝 ： 73

3 中⽥ 博 個⼈加盟 中⽥ 博 4140 ベスト4 ： 51

4 G0025148 吉野 ⽵夫 個⼈加盟
4204 7-5 松本 千秋 ベスト8 ： 35

5 ⼟井 ⼀明 個⼈加盟 ⼟井 ⼀明 4145(6)7-1 ベスト16 ： 24

6 ⼩⻄ 題詞 パブリック洛⻄
WO 伊村 邦夫 初戦敗退 ： 3

7 G0024349 伊澤 幸嗣 個⼈加盟 伊村 邦夫 4042

8 G0008109 5〜8 伊村 邦夫 個⼈加盟
4040 伊賀 誠

9 G0001850 3〜4 若⼭ 晴洋 個⼈加盟 若⼭ 晴洋 4141

10 bye    若⼭ 晴洋

11 G0019228 朝⼦ 正英 個⼈加盟 ⾦ 京史 4124 7-1

12 G0018959 ⾦ 京史 個⼈加盟
4124 7-4 伊賀 誠

13 村⼭ 安⼠ 東⼭テニスクラブ 村⼭ 安⼠ 4035 7-2

14 G0018446 ⻑⾕川 武 個⼈加盟
4042 伊賀 誠

15 bye 伊賀 誠 4004 8-6 WINNER

16 G0017393 5〜8 伊賀 誠 個⼈加盟
   松居 正樹

17 G0024525 5〜8 松本 美樹 ⼤原グリーンテニスクラブ 江宮 ⽂夫 4141

18 G0019433 江宮 ⽂夫 個⼈加盟
5342 奥野 光太郎

19 G0006852 奥野 光太郎 個⼈加盟 奥野 光太郎 WO

20 G0017388 ⼭⼝ 幸宏 個⼈加盟
WO 上村 光廣

21 G0021704 浦野 俊也 個⼈加盟 浦野 俊也 4140

22 G0019342 安永 敏郎 個⼈加盟
5324 7-5 上村 光廣

23 bye 上村 光廣 1441 7-3

24 G0019010 3〜4 上村 光廣 個⼈加盟
   松居 正樹

25 G0016968 5〜8 松岡 修 個⼈加盟 松岡 修 4041

26 bye    松⼭ 昌裕

27 松⼭ 昌裕 京都ローンテニスクラブ 松⼭ 昌裕
45(1)54(2)7-1

28 G0017587 ⾕ 健司 個⼈加盟
WO 松居 正樹

29 G0022386 平野 直樹 個⼈加盟 坂井 祐⼀ 4041

30 G0024609 坂井 祐⼀ 個⼈加盟
4053 松居 正樹

31 bye 松居 正樹 4240

32 G0004108 2 松居 正樹 個⼈加盟
   



F1：第41回 京都市テニス選⼿権⼤会
男⼦シングルス 75歳以上

登録No Seed Name 1R QF SF F

1 G0001954 1 佐⽵ 秀⼀ 個⼈加盟 佐⽵ 秀⼀ 優勝 ： 92

2 bye
   

佐⽵ 秀⼀ 準優勝 ： 65

3 G0015437 越智 徹 個⼈加盟 越智 徹
4141

ベスト4 ： 45

4 G0022875 溝上 繁男 個⼈加盟
4040

佐⽵ 秀⼀ ベスト8 ： 31

5 G0019893 3〜4 冨⼭ 忠男 個⼈加盟 冨⼭ 忠男
1442 7-4

初戦敗退 ： 3

6 bye
   

藤原 満寿夫

7 G0018540 早⽥ 平 個⼈加盟 藤原 満寿夫
4141

WINNER

8 G0021979 藤原 満寿夫 ヴァルブランシュTC
4140

辻 昌延

9 中村 晋造 ロイヤルガーデンテニスクラブ ⽥村 繁彦
4114 7-3

10 G0018406 ⽥村 繁彦 個⼈加盟
4204 7-4

⽥中 清吾

11 G0022066 越智 信夫 個⼈加盟 ⽥中 清吾
54(4)04 7-4

12 G0019897 3〜4 ⽥中 清吾 個⼈加盟
5324 8-6

辻 昌延

13 G0020604 ⼭形 弘⼀ 個⼈加盟 ⼭形 弘⼀
4242

14 G0012284 ⼤⼋⽊ 幸三 ヴァルブランシュTC
4104 9-7

辻 昌延

15 bye 辻 昌延
4224 7-5

16 G0015759 2 辻 昌延 個⼈加盟
   



F1：第41回 京都市テニス選⼿権⼤会
男⼦シングルス 80歳以上

登録No Seed Name 1R SF F

1 G0018730 1 森 耕作 個⼈加盟 ⼭中 博
優勝 ： 81

2 G0012008 ⼭中 博 個⼈加盟

WO
池野 勝三

準優勝 ： 57

3 G0012004 安陪 亨 個⼈加盟 池野 勝三
4253

WINNER ベスト4 ： 40

4 G0024618 池野 勝三 個⼈加盟

WO
宮上 逸郎

初戦敗退 ： 3

5 G0018868 ⽚⼭ 了介 個⼈加盟 武⽥ 光之
40RET

6 G0019184 武⽥ 光之 個⼈加盟

WO
宮上 逸郎

7 G0019202 宮上 逸郎 京都ローンテニスクラブ 宮上 逸郎
4040

8 G0017296 2 ⾥深 信⾏ ヴァルブランシュテニスクラブ

54(2)40

   



F1：第41回 京都市テニス選⼿権⼤会
男⼦シングルス 85歳以上

登録No Seed Name

完了試合

4 ー 0 4 ー 1 優勝 ： 65

1 G0010410 1 4 ー 1 4 ー 0 準優勝 ： 45

   ー ー 初戦敗退 ： 3

0 ー 4 4 ー 2

2 G0011920 1 ー 4 0 ー 1

ー    ー

1 ー 4 2 ー 4

3 G0022327 0 ー 4 1 ー 0

ー RET

■ 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）

1溝川 俊雄 個⼈加盟 3 位

1 位 2

⼾幡 康之 個⼈加盟 2 位 2

倉橋 正男 ⼾幡 康之 溝川 俊雄

倉橋 正男 個⼈加盟



F1：第41回 京都市テニス選⼿権⼤会
男⼦ダブルス 45歳以上

登録No Seed Name 1R F

1 G0018604 1 村上 憲市 個⼈加盟
優勝 ： 65

G0024409 ⽯井 崇 個⼈加盟 村上憲市/⽯井崇
準優勝 ： 45

2 G0017720 #REF! 中⻄ 宏介 Hankees

4254(4)
WINNER 初戦敗退 ： 3

G0018556 中⻄ 伸介 Hankees 村上憲市/⽯井崇

3 #REF! 堀⽥ 健 Hankees

54(3)14 7-3

岡⽥ ⼀誠 個⼈加盟 堀⽥健/岡⽥⼀誠

4 G0022430 #REF! 藤井 正和 チーム真⿂

4254(3)

今村 均 ITC京都⻄インドアテニスクラブ

   



F1：第41回 京都市テニス選⼿権⼤会
男⼦ダブルス 50歳以上

登録No Seed Name 1R SF F

1 G0013095 1 梅川 和哉 個⼈加盟
優勝 ： 81

G0004852 三代 直彦 個⼈加盟 梅川 和哉 / 三代 直彦 準優勝 ： 57

2 bye
   

ベスト4 ： 40

bye 梅川 和哉 / 三代 直彦 初戦敗退 ： 3

3 ⾼⽥ 陽介 個⼈加盟
2441 7-2

沢⽥ 昭吾 個⼈加盟 奥野誠/中⻄功

4 G0018957 奥野 誠 ヴァルブランシュＴＣ
54(3)42

WINNER

G0022026 中⻄ 功 個⼈加盟 坂本純⼀/今出広⼀

5 G0022377 加藤 卓 個⼈加盟
4245(3)7-5

G0022376 有浦 太郎 個⼈加盟 ⼩南剛⼠/⽥中康⼀

6 G0024443 ⼩南 剛⼠ 個⼈加盟
5341

G0024442 ⽥中 康⼀ 個⼈加盟 坂本純⼀/今出広⼀

7 G0012189 坂本 純⼀ 京都庭球友会
4041

G0006932 今出 広⼀ テニスハウス 坂本純⼀/今出広⼀

8 G0019153 2 奥野 仁史 個⼈加盟
4040

G0019048 千⿃ 貴裕 個⼈加盟
   



F1：第41回 京都市テニス選⼿権⼤会
男⼦ダブルス 55歳以上

登録No Seed Name 1R QF SF F

1 G0018902 1 ⼭本 健司 個⼈加盟 優勝 ： 92

G0001141 ⼭本 健⼆ 個⼈加盟 ⼭本 健司 / ⼭本 健⼆ 準優勝 ： 65

2 #REF! bye #REF!
   ベスト4 ： 45

bye #REF! 橋本⿓⼀/⻄村尚彦 ベスト8 ： 31

3 #REF! 奥 寛幸 株式会社島津製作所
4224 7-4 初戦敗退 ： 3

G0022268 林 公⼀ 個⼈加盟 橋本⿓⼀/⻄村尚彦

4 G0022728 #REF! 橋本 ⿓⼀ テニスハウス
4042

G0014286 ⻄村 尚彦 個⼈加盟 橋本⿓⼀/⻄村尚彦

5 G0018805 3〜4 村兼 隆寛 Hankees
54(4)45(4)7-1

G0015714 篠原 政晴 個⼈加盟 村兼 隆寛 / 篠原 政晴

6 #REF! bye #REF!
   

bye #REF! 坂根 慎治 / 松⽥ 典明

7 #REF! bye #REF!
3540 8-6

bye #REF! 坂根 慎治 / 松⽥ 典明

8 G0006722 #REF! 坂根 慎治 個⼈加盟
   WINNER

G0023239 松⽥ 典明 個⼈加盟 久留徹/⽯⾼⽂康

9 G0010581 #REF! Richards Charles アプローチ
5353

上根 啓⼀ アプローチ 久留徹/⽯⾼⽂康

10 G0024346 #REF! 久留 徹 パブリックテニス宝ヶ池
54(3)41

G0019522 ⽯⾼ ⽂康 パブリックテニス宝ヶ池 久留徹/⽯⾼⽂康

11 #REF! bye #REF!
4140

bye #REF! 御代 元 / ⼤路 武

12 G0005106 3〜4 御代 元 個⼈加盟
   

G0017248 ⼤路 武 個⼈加盟 久留徹/⽯⾼⽂康

13 G0021430 #REF! ⾼本 克彦 個⼈加盟
54(3)40

⾼⽥ 信也 個⼈加盟 ⾼本克彦/⾼⽥信也

14 G0020800 #REF! 岸⽥ 知義 神⾜テニスクラブ
54(2)45(5)7-5

G0022279 嶋⾕ 徹 個⼈加盟 ⼩林 伸輔 / 桜井 弘明

15 #REF! bye #REF!
4242

bye #REF! ⼩林 伸輔 / 桜井 弘明

16 G0007702 2 ⼩林 伸輔 個⼈加盟
   

G0016194 桜井 弘明 個⼈加盟

   



F1：第41回 京都市テニス選⼿権⼤会
男⼦ダブルス 60歳以上

登録No Seed Name 1R QF SF F

1 G0016737 1 斎ヶ原 勝則 個⼈加盟 優勝 ： 92

G0015465 河上 光次 個⼈加盟 斎ヶ原 勝則 / 河上 光次 準優勝 ： 65

2 #REF! bye #REF!
   ベスト4 ： 45

bye #REF! ⾓⽥豊/⾜⽴昌彦 ベスト8 ： 31

3 #REF! ⾼⽥ 浩 テニスハウス
4054(5) 初戦敗退 ： 3

瀧井 敏之 テニスハウス ⾓⽥豊/⾜⽴昌彦

4 G0022173 #REF! ⾓⽥ 豊 個⼈加盟
5340

G0023051 ⾜⽴ 晶彦 個⼈加盟 駒⽥ 晋吾 / 中村 幸彦

5 G0001161 3〜4 駒⽥ 晋吾 ロイヤルガーデンテニスクラブ
2442 7-3

G0018971 中村 幸彦 ロイヤルガーデンテニスクラブ 駒⽥ 晋吾 / 中村 幸彦

6 #REF! bye #REF!
   

bye #REF! 駒⽥ 晋吾 / 中村 幸彦

7 G0022953 #REF! 下⽥ 茂冨 個⼈加盟
54(5)40

⾶⽥ 義和 ⼤原グリーンテニスクラブ 下⽥茂冨/⾶⽥義和

8 G0022966 #REF! 伊藤 達哉 個⼈加盟
4141 WINNER

G0022967 寺⽥ 哲也 個⼈加盟 駒⽥ 晋吾 / 中村 幸彦

9 G0007318 #REF! 垣内 由紀緒 個⼈加盟
54(6)41

G0012549 ⼩薮 恵⼀ 個⼈加盟 多⽥芳朗/⾼⽊康男

10 G0023084 #REF! 多⽥ 芳朗 京都市役所テニス部
4141

⾼⽊ 康男 個⼈加盟 多⽥芳朗/⾼⽊康男

11 #REF! 柴⽥ 聡 パブリックテニス宝ヶ池
4042

⼩林 正樹 個⼈加盟 柴⽥聡/⼩林正樹

12 G0000991 3〜4 ⼭盛 光 個⼈加盟
WO

G0022695 ⼤越 暁 株式会社島津製作所 冨⽥ 和義 / 安部 芳政

13 G0016504 #REF! 村⽥ 良宏 テニスハウス
4154(6)

G0008058 ⾼森 明 個⼈加盟 村⽥良宏/⾼森明

14 G0022287 #REF! 清⽔ 渉 個⼈加盟
5342

G0025085 三上 誠 個⼈加盟 冨⽥ 和義 / 安部 芳政

15 #REF! bye #REF!
2441 8-6

bye #REF! 冨⽥ 和義 / 安部 芳政

16 G0004723 2 冨⽥ 和義 個⼈加盟
   

G0002023 安部 芳政 個⼈加盟

   



F1：第41回 京都市テニス選⼿権⼤会
男⼦ダブルス 65歳以上

登録No Seed Name 1R QF SF F

1 G0016555 1 中井 敏夫 個⼈加盟 優勝 ： 92

G0001185 秋⼭ 郁夫 個⼈加盟 中井 敏夫 / 秋⼭ 郁夫 準優勝 ： 65

2 #REF! bye #REF!
   ベスト4 ： 45

bye #REF! 中井 敏夫 / 秋⼭ 郁夫 ベスト8 ： 31

3 G0023976 #REF! 松本 雅男 個⼈加盟
4141 初戦敗退 ： 3

G0025022 ⼤庭 靖史 個⼈加盟 松本雅男/⼤庭靖史

4 G0023058 #REF! 前⽥ 法男 ヴァルブランシュテニスクラブ
4235 7-5

G0006679 柴垣 ⾏男 テニスハウス 中井 敏夫 / 秋⼭ 郁夫

5 G0021006 3〜4 松⽥ 清隆 個⼈加盟
4240

G0017585 福澤 健次 個⼈加盟 松⽥ 清隆 / 福澤 健次

6 #REF! bye #REF!
   

bye #REF! 松⽥ 清隆 / 福澤 健次

7 #REF! bye #REF!
3542 7-5

bye #REF! 中庄⾕ 修 / 植村 ⼆郎

8 G0023357 #REF! 中庄⾕ 修 ロイヤルガーデンテニスクラブ
   WINNER

G0016927 植村 ⼆郎 テニスハウス 中井 敏夫 / 秋⼭ 郁夫

9 G0017909 #REF! 若林 利⼀ 個⼈加盟
5340

G0024515 ⾕ 務 個⼈加盟 若林 利⼀ / ⾕ 務

10 #REF! bye #REF!
   

bye #REF! 坪倉 利孝 / 寺⻄ 章好

11 #REF! bye #REF!
4240

bye #REF! 坪倉 利孝 / 寺⻄ 章好

12 G0006513 3〜4 坪倉 利孝 個⼈加盟
   

G0021133 寺⻄ 章好 個⼈加盟 持⽥ 明広 / ⽵内 康雄

13 G0018345 #REF! 中島 秀和 ロイヤルガーデンテニスクラブ
4142

G0022693 松⽥ 勝則 個⼈加盟 中島 秀和 / 松⽥ 勝則

14 #REF! bye #REF!
   

bye #REF! 持⽥ 明広 / ⽵内 康雄

15 #REF! bye #REF!
2441 7-0

bye #REF! 持⽥ 明広 / ⽵内 康雄

16 G0001394 2 持⽥ 明広 個⼈加盟
   

G0019201 ⽵内 康雄 個⼈加盟

   



F1：第41回 京都市テニス選手権大会

男子ダブルス 70歳以上
登録No Seed Name 1R SF F

1 G0014545 1 小堀 嘉朗 個人加盟
優勝 ： 81

G0017982 浦野 英一 個人加盟 島村廣信/新見利幸
準優勝 ： 57

2 G0017649 島村 廣信 個人加盟

1441 8-6
ベスト4 ： 40

G0018084 新見 利幸 個人加盟 島村廣信/新見利幸
初戦敗退 ： 3

3 G0024354 今河 修 個人加盟

4124 7-2

中田 博 個人加盟 今河修/中田博

4 G0024521 十九川 正典 個人加盟

4140

WINNER

G0024522 高橋 実 個人加盟 塩田和男/浦谷宏

5 G0012229 塩田 和男 個人加盟

4140

G0021542 浦谷 宏 個人加盟 塩田和男/浦谷宏

6 G0019433 江宮 文夫 個人加盟

4040

神田 茂之 個人加盟 塩田和男/浦谷宏

7 G0008109 伊村 邦夫 個人加盟

45(3)53 11-9

G0021704 浦野 俊也 個人加盟 伊村邦夫/浦野俊也

8 G0015467 2 池村 辰夫 個人加盟

54(2)40

G0001212 難波江 学 個人加盟

   



F1：第41回 京都市テニス選⼿権⼤会
男⼦ダブルス 75歳以上

登録No Seed Name 1R SF F

1 G0012715 1 北尾 善明 個⼈加盟
優勝 ： 81

G0021551 柴⽥ 信雄 個⼈加盟 北尾 善明 / 柴⽥ 信雄 準優勝 ： 57

2 bye
   

ベスト4 ： 40

bye 北尾 善明 / 柴⽥ 信雄 初戦敗退 ： 3

3 G0022066 越智 信夫 個⼈加盟
4241

G0020604 ⼭形 弘⼀ 個⼈加盟 ⼤⼋⽊幸三/佐々⽊省司

4 G0012284 ⼤⼋⽊ 幸三 ヴァルブランシュTC
4253

WINNER

G0022458 佐々⽊ 省司 個⼈加盟 北尾 善明 / 柴⽥ 信雄

5 G0021157 渡部 通 個⼈加盟
4214 7-5

G0019980 波島 正幸 個⼈加盟 渡部 通 / 波島 正幸

6 bye
   

bye 佐⽵ 秀⼀ / 奥⽥ 彦三郎

7 bye
4142

bye 佐⽵ 秀⼀ / 奥⽥ 彦三郎

8 G0001954 2 佐⽵ 秀⼀ 個⼈加盟
   

G0008271 奥⽥ 彦三郎 個⼈加盟
   



F1：第41回 京都市テニス選⼿権⼤会
男⼦ダブルス 80歳以上

登録No Seed Name

順位 完了試合

1 G0012000 1 松⽥ 武弘 個⼈加盟 1 ー 4 4 ー 1 優勝 ： 65

G0018685 ⾼⽊ 修 個⼈加盟 4 ー 2 4 ー 2 準優勝 ： 45

6 ー 8 ー 初戦敗退 ： 3

2 G0019202 宮上 逸郎 京都ローンテニスクラブ 4 ー 1 4 ー 0

中塚 勇 個⼈加盟 2 ー 4 4 ー 0

8 ー 6 ー

3 三宅 宏幸 個⼈加盟 1 ー 4 0 ー 4

⼤⼭ 肇 個⼈加盟 2 ー 4 0 ー 4

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）

2

1 位 2

3 位 2

松⽥ 武弘／⾼⽊ 修 宮上 逸郎／中塚 勇 三宅 宏幸／⼤⼭ 肇

2 位




