
D：2021年 第7回 関西ハードコートベテランテニス選手権大会

男子ダブルス 35歳以上
登録No Seed Name 1R QF SF F

1 G0023474 1 中田 恵吾 日本防蝕工業株式会社 優勝 ： 426

G0023533 大西 敢 サンフレンズ
準優勝 ： 298

2 bye 中田 恵吾 ベスト4 ： 209

bye 大西 敢 ベスト8 ： 146

3 G0024483 塩谷 昌記 NECレノボ・ジャパングループ 河村 充
76(3) 64 初戦敗退 ： 12

G0024486 今村 宗士 tennis egg 清水 亮太

4 G0023569 河村 充 TSA Partners
76(5) 76(1)

畑中 啓道

G0024201 清水 亮太 TSA Partners 酒井 克己

5 G0022883 3～4 井上 拓郎 北柏テニスクラブ
61 63

G0022372 前田 聡 メガロス柏

6 bye 畑中 啓道

bye 酒井 克己

7 bye
63 61

bye

8 G0024196 畑中 啓道 コスパ三国ヶ丘 畑中 啓道

G0024195 酒井 克己 コスパ三国ヶ丘 酒井 克己

9 G0022818 安田 大介 ARROWS TS
75 63

G0024514 河内 滋人 Lark

10 bye 増田 翔

bye 戸谷 晃士

11 bye
64 62

bye

12 G0023554 3～4 増田 翔 サウスキャッツ 鈴木 翔

G0023555 戸谷 晃士 サウスキャッツ 永沼 和也

13 申請中 石川 弘彰 OUT　BREAK 鈴木 翔
67(5) 62 10-8

G0024649 辻本 拓也 日本防蝕工業株式会社 永沼 和也

14 G0024488 鈴木 翔 ASP港南台TS
62 63

鈴木 翔

G0024481 永沼 和也 荏原湘南スポーツセンター 永沼 和也

15 bye
64 62

bye

16 G0024508 2 山野井 潤 甲風園テニススクール

G0023127 山根 太郎 サンワカンパニー

   



D：2021年 第7回 関西ハードコート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 G0020991 1 大坪 勇人 J’s club 大坪 勇人
優勝 ： 300

G0024175 辻本 学 花園テニスクラブ
辻本 学 準優勝 ： 209

2 G0020669 井山 浩二 ルーセントテニスクラブ豊中

64 61

大坪 勇人
初戦敗退 ： 12

G0020554 戸江 達哉 GR8
辻本 学

3 G0018368 上田 威 三菱電機神戸 柳澤 浩一

63 63

G0019575 木村 宣寿 J-J-JACKS
藤井 雅之

4 G0021297 柳澤 浩一 メットライフ生命保険株式会社

46 63 10-5

G0021018 藤井 雅之 ＴＳ奈良ＴＣ

   



D：2021年 第7回 関西ハードコート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 QF SF F

1 G0021649 1 重政 淳 COSANA 優勝 ： 426

G0023435 酒井 俊亮 酒井テニス企画
準優勝 ： 298

2 bye 重政 淳 ベスト4 ： 209

bye 酒井 俊亮 ベスト8 ： 146

3 G0017720 中西 宏介 Hankees 中西 宏介
62 75 初戦敗退 ： 12

G0018556 中西 伸介 エルティーアイ（株） 中西 伸介

4 G0018960 藤原 高之 栂・美木多テニスクラブ
62 26 10-4

重政 淳

G0017938 萬福 大介 tennis egg 酒井 俊亮

5 G0018348 3～4 井上 修一 大阪ガス
WO

G0022382 国友 将史 泉大津ロイヤルTC

6 bye 井上 修一

bye 国友 将史

7 bye
61 62

bye

8 G0021869 西井 寿和 N.T.P 水本 圭治

G0016036 上村 武史 Tennis－Jaran 大滝 直義

9 G0018579 寺田 茂生 瀬田グリーンテニスクラブ 田中 鋼
76(5) 76(4)

G0019317 洲崎 誠司 瀬田グリーンテニスクラブ 仙田 浩一郎

10 G0022165 田中 鋼 &.T.A
64 36 12-10

水本 圭治

G0020149 仙田 浩一郎 あわっこくらぶ 大滝 直義

11 bye
WO

bye

12 G0018325 3～4 水本 圭治 (株)菅生 水本 圭治

G0017793 大滝 直義 舞鶴グリーンTC 大滝 直義

13 G0020439 宮本 泰俊 明治神宮外苑テニスクラブ 印部 俊雄
63 62

G0021672 荒木 秀 TeaM104 印部 泰男

14 G0023409 印部 俊雄 TS奈良TC
WO

村上 憲市

G0015961 印部 泰男 徳島県テニスアリーナガーデン 石井 崇

15 bye
62 64

bye

16 G0018604 2 村上 憲市 クアドリフォリオ
   

G0024409 石井 崇 クアドリフォリオ

   



D：2021年 第7回 関西ハードコート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 G0001069 1 衛藤 斉 AtoZ
優勝 ： 375

G0014020 山根 紀生 ルーセントテニスクラブ八尾
準優勝 ： 262

2 bye 衛藤 斉
ベスト4 ： 183

bye
山根 紀生 初戦敗退 ： 12

3 G0020324 内田 明宏 十三良亀 内田 明宏

63 63

申請中 岡野 肇 カクテル企画
岡野 肇

4 G0023786 菊地 芳幸 ユニバー神戸テニス倶楽部

62 61

衛藤 斉

G0021430 高本 克彦 ユニバー神戸テニス倶楽部
山根 紀生

5 G0021627 辻 一郎 テニスプラザ尼崎

62 60

G0021440 野村 隆二 西宮テニスクラブ

6 bye
鈴木 智章

bye
鈴木 賢治

7 bye

76(3) 61

bye

8 G0015562 2 鈴木 智章 鎌倉グリーンテニスクラブ

   

G0021363 鈴木 賢治 あわっこくらぶ

   



D：2021年 第7回 関西ハードコート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 G0008912 1 原薗 裕之 アイ・テニスクラブ 優勝 ： 426

G0015894 永岡 宏 ヨネックス
準優勝 ： 298

2 bye 高橋 雅夫 ベスト4 ： 209

bye 中村 幸彦 ベスト8 ： 146

3 G0016171 高橋 雅夫 造幣局 高橋 雅夫
WO 初戦敗退 ： 12

G0018971 中村 幸彦 三萩野テニスクラブ 中村 幸彦

4 G0022610 本間 義康 守口市テニス協会
63 75

高橋 雅夫

G0022608 村田 淳 パナソニック株式会社 中村 幸彦

5 G0018902 3～4 山本 健司 池田市テニス協会
64 75

G0001141 山本 健二 大阪府庁

6 bye
   

山本 健司

bye 山本 健二

7 G0024060 岡野 正治 わんむT.T 岡野 正治
63 64

G0024061 新子 剛司 わんむT.T 新子 剛司

8 G0020000 吉川 実 テニスユナイテッド
57 63 10-4

高橋 雅夫

G0020800 岸田 知義 神足テニスクラブ 中村 幸彦

9 G0016732 藤本 知生 スマイル 彼島 雄一郎
62 64

G0014524 大倉 康典 スマイル 中川 健

10 G0021568 彼島 雄一郎 リコー
61 64

松下 和典

G0020190 中川 健 東京グリーンテニスクラブ 藤本 雄大

11 G0024584 松下 和典 コスパ三国ヶ丘TC 松下 和典
75 36 11-9

G0022670 藤本 雄大 レッツテニスプラザ西浜 藤本 雄大

12 G0005106 3～4 御代 元 明治神宮外苑テニスクラブ
WO

五郎大 徹

G0005993 岩城 吉夫 明石ファミリーＴＣ 松岡 聰

13 G0018805 村兼 隆寛 Hankees 五郎大 徹
75 46 10-8

G0024665 藤田 浩道 ラポール 松岡 聰

14 G0020331 五郎大 徹 カクテル企画
46 63 10-6

五郎大 徹

G0024318 松岡 聰 JALANA 松岡 聰

15 bye
WO

bye

16 G0014279 2 福田 豊実 三菱重工神戸
   

G0001161 駒田 晋吾 ロイヤルガーデンテニスクラブ

   



D：2021年 第7回 関西ハードコート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 QF SF F

1 G0015465 1 河上 光次 レインボーTS彩都 優勝 ： 426

G0002564 井藤 勝也 Ｔ.Ｃ.コスパ八尾南
準優勝 ： 298

2 bye 高柳 剛宏 ベスト4 ： 209

bye 蓮沼 孝 ベスト8 ： 146

3 G0017385 下川 寿春 サンデーテニスクラブ 高柳 剛宏
63 76(2) 初戦敗退 ： 12

G0013935 高本 明 TeamADVANCE 蓮沼 孝

4 G0014605 高柳 剛宏 亀の甲山テニスクラブ
61 64

高柳 剛宏

G0000157 蓮沼 孝 JR東日本東京 蓮沼 孝

5 G0016737 3～4 斎ヶ原 勝則 ファミリーテニスクラブ
76(1) 61

G0004723 冨田 和義 ファミリーテニスクラブ

6 bye 山盛 光

bye 和田 義輝

7 bye
64 64

bye

8 G0000991 山盛 光 サンランドロイヤルテニスクラブ 木下 嘉夫

G0023538 和田 義輝 羽曳野ローンテニスクラブ 島内 俊裕

9 G0023976 松本 雅男 アーバン六甲テニスクラブ
64 36 10-8

G0019644 井上 新 瀬田グリーンテニスクラブ

10 bye 加古 潤三郎

bye 安田 一

11 bye
63 46 10-6

bye

12 G0001116 3～4 加古 潤三郎 広野田園テニスクラブ 木下 嘉夫

G0022882 安田 一 ラケットクラブうずまさ 島内 俊裕

13 G0022450 江川 和男 星和高原ＴＣ 安部 芳政
63 61

G0002030 吉田 文俊 星和高原TC 辻本 叔彦

14 G0002023 安部 芳政 大阪産業大学
76(11) 76(2)

木下 嘉夫

G0001180 辻本 叔彦 クラレスポーツプラザ宝塚 島内 俊裕

15 bye
60 62

bye

16 G0001171 2 木下 嘉夫 I－RIVER’84TR
   

G0018513 島内 俊裕 日本商業開発

   



D：2021年 第7回 関西ハードコート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 SF F

1 G0006513 1 坪倉 利孝 ユニバー神戸T.C
優勝 ： 375

G0021133 寺西 章好 神戸大学教職員テニス部
準優勝 ： 262

2 bye 坪倉 利孝
ベスト4 ： 183

bye
寺西 章好 初戦敗退 ： 12

3 G0019199 堀内 邦康 住友ゴム 山口 泰雄

62 61

G0021542 浦谷 宏 クラレスポーツプラザ宝塚
日浦 良典

4 G0006414 山口 泰雄 神戸LTC

75 61

坪倉 利孝

G0024249 日浦 良典 西新ニュータウンテニスガーデン
寺西 章好

5 G0019019 清水 弘治 芦屋シーサイドテニス 田中 正彦

46 62 10-6

G0001189 山本 史雄 姫路ローンテニスクラブ
井上 善広

6 G0021072 田中 正彦 廿日市ローンテニスクラブ

62 64

塩田 和男

G0024087 井上 善広 歌TC
平賀 恒男

7 G0021006 松田 清隆 万博テニスガーデン 塩田 和男

64 76(4)

G0017585 福澤 健次 サンランドロイヤルＴＣ
平賀 恒男

8 G0012229 2 塩田 和男 アイ・テニスクラブ

67(6) 76(4) 10-7

G0023736 平賀 恒男 德秀苑庭球倶楽部

   



D：2021年 第7回 関西ハードコート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 G0001517 1 阿部 欽亮 サンランドロイヤルTC 優勝 ： 426

G0001852 小林 仁 宝塚パブリックローンＴＣ
準優勝 ： 298

2 bye 阿部 欽亮 ベスト4 ： 209

bye 小林 仁 ベスト8 ： 146

3 G0016148 重盛 等 トータスランテニスクラブ 池村 辰夫
75 60 初戦敗退 ： 12

G0018822 本間 博 ユニバー神戸TC 難波江 学

4 G0015467 池村 辰夫 神戸ローンテニスクラブ
76(8) 63

阿部 欽亮

G0001212 難波江 学 O.J.M 小林 仁

5 G0017649 3～4 島村 廣信 OJM
36 62 10-8

G0000203 成田 周治 セントマリアホスピタルテニスクラブ

6 bye 島村 廣信

bye 成田 周治

7 bye
36 75 10-7

bye

8 G0001214 福田 正 ファミリーテニスクラブ 阿部 欽亮

G0022968 中原 芳和 OJM 小林 仁

9 G0010497 宮地 昭人 芦屋シーサイドテニス 宮地 昭人
62 75

G0016950 森下 龍三 明治神宮外苑テニスクラブ 森下 龍三

10 G0024521 十九川 正典 八尾プラザ
60 64

宮地 昭人

G0024522 高橋 実 甲子園テニス 森下 龍三

11 bye
63 57 10-5

bye

12 G0017897 3～4 諏澤 誠治 ＩＴＣ 柴田 信雄

G0001263 西本 陽一 ユニバー神戸テニス倶楽部 山本 弘一

13 G0017900 井上 隆志 サンランドロイヤルT.C 井上 隆志
62 64

G0016893 石原 紀夫 サンランドロイヤルテニスクラブ
石原 紀夫

14 G0018518 竹林 清 万博テニスガーデン
60 60

柴田 信雄

G0023099 村上 港二 万博テニスガーデン 山本 弘一

15 bye
63 63

bye

16 G0021551 2 柴田 信雄 カラバッシュテニスクラブ
   

G0008131 山本 弘一 万博テニスガーデン

   



D：2021年 第7回 関西ハードコート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 G0001070 1 奥村 迪雄 宝塚パブリックLTC 佐竹 秀一
優勝 ： 300

G0002019 森田 常樹 モリタテニス企画
奥田 彦三郎 準優勝 ： 209

2 G0001954 佐竹 秀一 草津ラケットクラブ

64 67(4) 10-7

山口 幹夫
初戦敗退 ： 12

G0008271 奥田 彦三郎 星田テニスクラブ
右近 克己

3 G0013910 山口 幹夫 池田テニスクラブ 山口 幹夫

26 75 10-1

G0020886 右近 克己 利昌工業GO
右近 克己

4 G0017877 吉岡 伸敏 甲子園テニスクラブ

57 63 10-8

G0017666 山崎 泰男 OJM

   



D：2021年 第7回 関西ハードコートベテランテニス選手権大会

男子ダブルス 80歳以上
登録No Seed Name 1R SF F

1 G0012000 1 松田 武弘 川西市ローンテニスクラブ
優勝 ： 375

G0018685 高木 修 阪急仁川テニスクラブ
準優勝 ： 262

2 bye 松田 武弘
ベスト4 ： 183

bye
高木 修 初戦敗退 ： 12

3 G0001240 玉水 義一 三菱重工神戸 玉水 義一

26 60 10-7

G0007254 野々山 泰司 芦屋国際ローンテニスクラブ
野々山 泰司

4 G0017296 里深 信行 京都フレンドテニスクラブ

61 61

松田 武弘

G0017698 藤本 洋美 大阪市テニス協会（個人）
高木 修

5 G0012257 寺川 浩史 野洲テニスクラブ

20 RET

G0022327 溝川 俊雄 野洲  

6 bye 石田 正彦

bye
矢野 良市

7 bye

62 61

bye

8 G0020552 2 石田 正彦 貝塚市テニス連盟

G0017191 矢野 良市 岩国ファミリーテニスクラブ

   


