
男子45歳以上シングルス(24) 奈良県テニス選手権 2022.3.12

御宮知 山下
優勝

松田 御宮知 豊田 坂本
34(2)4110-7

服部
後藤WO

林 豊田

坂田 井上

坂田 日下

坂田 松木

野崎 坂田 井上 吉谷

坂口 井上
43(1)42

男子55歳以上シングルス(24) 2022.3.12

荒木 豊川

優勝

森岡 荒木 岡本 柏木

高木 岡本
WO

高木 岡本
43(3)34(4)10-8

荒木 岡本
244110-4

栗原 見米

前川 見米

岸本 栗原 辻本 岡野
044110-5

杉本 辻本

(秋篠) ②16 杉本 敦 (スネ-クピット) 32 辻本 幸則

15 bye 31 bye
4041 4241

14 岸本 潔 (MTF) 30 岡野 正治 (わんむ)

13 三橋 正典 (わんむ) 29 渡邉 直樹 (スネ-クピット)
4242 4341 43(2)34(4)10-7

(奈良国)

12 前川 恭彦 (三郷ウッディ) 28 見米 裕二 (シャープ)
4040 4142

43(1)42

11 中川 均 (エール) 27 島川 秀樹

河合 靖弘 (HBT)

10 bye 26 bye
044110-4

(三郷ウッディ) ③-④
4141

③-④ 9 栗原 照仁 (TN-21) 25

8 山本 肇 (上牧町L) 24 江口 雅之

7 bye 23 bye
4141

21 岡本 剛 (HBT)
4140

6 高木 哲也 (スネ-クピット) 22 高橋 正典 (MTF)

4242 4140 WO

5 高橋 時春 (わんむ)

久保田 善裕 (FSP)
岡本

4 藤本 明彦 (Tラウンジ奈良)
43(3)41

20 柏木 隆宏 (わんむ)

4140 4142

3 森岡 保夫 (MTF) 19

17 豊川 吉史 (TN-21)

2 bye 18 bye

2R 1R

① 1 荒木 洋 (HBT)

2R 3R SF F SF 3R

4241

4140

4041

4041

4043(3) 402410-8

4143(3)

(TN-21) ②16 阪口 敏也 (ち〜む寺小屋) 32 井上 貴智

15 bye 31 bye
4142

14 野崎 省二 (MTF) 30 大野木 康裕 (わんむ)

13 山本 浩司 (スネ-クピット) 29 吉谷 淳至 (YELL)
4141 4040 421410-72443(4)10-4

12 鎌田 健一 (奈良国) 28 新田 泰弘 (三郷ウッディ)
40404140

11 坂田 郁夫 (ベア-ズ) 27 松木 信之 (Tラウンジ奈良)

10 bye 26 bye
4140 4041

(TN-21) ③-④

9 成瀬 賢一 (Tラウンジ奈良) 25 日下 司郎 (MTF)

8 林 浩伸 (飛鳥イン) 24 豊田 俊資

7 bye 23 bye

6 後藤 章 (TN-21) 22 下吹越 敏郎 (MTF)

5 堀田 英嗣 (Tラウンジ奈良) 21 服部 好志 (秋篠)
4242

4 藤井 仁 (スネ-クピット) 20 坂本 幸成 (スネ-クピット)
40414241

3 松田 茂 (三郷ウッディ) 19 福西 淳司 (飛鳥イン)
坂田
4040

3R

17 山下 託嗣 (Tラウンジ奈良)

2 bye 18 bye

① 1 御宮知 敬範(ＭＴＰ学園前)

1R 2R SF F SF 3R 2R 1R

1R

43(2)42


