
シードシードシードシード 番号 １回戦（１ｓｔ Round） ２回戦（2nd Round） ３回戦（３rd Round） 準々決勝（Quarterｆinals） 準決勝（Semifinals） 準決勝（Semifinals） 準々決勝（Quarterｆinals） ３回戦（３rd Round） ２回戦（2nd Round） １回戦（１ｓｔ Round） 番号 シードシードシードシード

1   25

  

磯山 貴紀/磯山 健一 田中 耕司/佐々木 成幸

2 61 63 26

鮫島紘一郎/植松　克普 出口 央士/倉田 大輔

3 63  27

 磯山 貴紀/磯山 健一 田中 耕司/佐々木 成幸  

4 63 60 28

福井繁夫/岡崎 次郎 寺田 和広/三浦 滋

5 64 76(4) 29

鮫島紘一郎/植松　克普 梅永 道高/中谷 勝己

    75 75

6   30

  

尾割 郁夫/奥田 和彦 藤本 聡/田伏 加津哉

    61 64

7   31

  

鈴木 利和/小守 義人 澤田　直人/江頭　英明

8 64 76(5) 32

松井 智史/川添 章 澤田　直人/江頭　英明

9 wo 61 33

 尾割 郁夫/奥田 和彦 藤本 聡/田伏 加津哉  

10 63 61 34

加嶋 淳/神内 博基 嶋村 薫/光保 尚則

11 63 wo 35

尾割 郁夫/奥田 和彦 藤本 聡/田伏 加津哉

76(5) 61

12   36

  

三輪 勝彦/中島 幸夫 VS. 藤本 聡/田伏 加津哉

61 64

13   37

  

市村 俊也/木村 泰之 村山 隆治/加納 公一

14 75 63 38

山崎 信彦/田所 亨 長島 義記/笠原 浩スケ

15 62 wo 39

 三輪 勝彦/中島 幸夫 村山 隆治/加納 公一  

16 62 62 40

川東 淳一/中垣 和孝 播馬 敏樹/小島 壮太

17 76(3) 62 41

三輪 勝彦/中島 幸夫 立入 賢三/山本 明広

    64 62

18   42

  

三輪 勝彦/中島 幸夫 右近 貴志/立川 博三

    75 63

19   43

  

高田　慎也/北口　和雄 有馬　克式/松浦　哲郎

20 63 76(5) 44

高田　慎也/北口　和雄 有馬　克式/松浦　哲郎

21 62 64 45

 山田　陽一朗/松永　和慶 右近 貴志/立川 博三  

22 62 60 46

岩崎　隆雄/川口　年也  

23   47

山田　陽一朗/松永　和慶 右近 貴志/立川 博三

75 60

24   48

  

主　催 ：枚方市テニス協会主　催 ：枚方市テニス協会主　催 ：枚方市テニス協会主　催 ：枚方市テニス協会
1 磯山 貴紀(平安京ＴＣ)/磯山 健一(平安京ＴＣ) 9 〒573-1178枚方市渚西3-26-10（渚市民体育館）（財）枚方体育協会内
2 右近 貴志(御殿山TC)/立川 博三(ﾊﾞｰﾊﾞﾘｱﾝｽﾞ) 10 TEL072-898-8181　FAX072-898-8585
3 市村 俊也(今中ﾃﾆｽﾌｧﾐﾘｰ)/木村 泰之(今中ﾃﾆｽﾌｧﾐﾘｰ) 11 http://www.hat.hi-ho.ne.jp/hirakata-tennis
4 藤本 聡(今中ﾃﾆｽﾌｧﾐﾘｰ)/田伏 加津哉(ﾊﾞｰﾊﾞﾘｱﾝｽﾞ) 12 第１会場 ：松下スポーツセンター（砂入り人工芝コート）第１会場 ：松下スポーツセンター（砂入り人工芝コート）第１会場 ：松下スポーツセンター（砂入り人工芝コート）第１会場 ：松下スポーツセンター（砂入り人工芝コート）

第２会場 ：市営王仁公園コート（砂入り人工芝コート）第２会場 ：市営王仁公園コート（砂入り人工芝コート）第２会場 ：市営王仁公園コート（砂入り人工芝コート）第２会場 ：市営王仁公園コート（砂入り人工芝コート）
5 山田　陽一朗(庭友会)/松永　和慶(庭友会) 13

6 田中 耕司(ﾊﾞｰﾊﾞﾘｱﾝｽﾞ)/佐々木 成幸(日本ﾍﾟｲﾝﾄ) 14 開催日１ ：2002年4月14日開催日１ ：2002年4月14日開催日１ ：2002年4月14日開催日１ ：2002年4月14日
7 尾割 郁夫(EMTC)/奥田 和彦(EMTC) 15 開催日２ ：2002年4月28日開催日２ ：2002年4月28日開催日２ ：2002年4月28日開催日２ ：2002年4月28日
8 村山 隆治(かんばら)/加納 公一(かんばら) 16     
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8888

2222

有馬　克式(ｵｰｼｬﾝｽﾞ15)/松浦　哲郎(ｵｰｼｬﾝｽﾞ15)

藤本 武司(ｸﾎﾞﾀ)/藤本 誠司(ｸﾎﾞﾀ)

BYE

右近 貴志(御殿山TC)/立川 博三(ﾊﾞｰﾊﾞﾘｱﾝｽﾞ)

播馬 敏樹(On A Pets)/小島 壮太(On A Pets)

立入 賢三(今中ﾃﾆｽﾌｧﾐﾘｰ)/山本 明広(今中ﾃﾆｽﾌｧﾐﾘｰ)

松尾 誠(平安京ＴＣ)/松浦 英男(平安京ＴＣ)

小川 正(庭友会)/金谷 亘(ﾌｫｰｼｰｽﾞﾝ)

２００２年第３１回枚方市春季総合体育大会　男子ダブルス（Ａクラス）　本戦２００２年第３１回枚方市春季総合体育大会　男子ダブルス（Ａクラス）　本戦２００２年第３１回枚方市春季総合体育大会　男子ダブルス（Ａクラス）　本戦２００２年第３１回枚方市春季総合体育大会　男子ダブルス（Ａクラス）　本戦

決勝（Final）

磯山 貴紀(平安京ＴＣ)/磯山 健一(平安京ＴＣ)

宮本 吉章(枚信ﾃﾆｽ部)/本田 直嗣(枚信ﾃﾆｽ部)

鮫島紘一郎(香里GTC)/植松　克普(香里GTC)

福井繁夫(わにﾊﾟﾜｰｽﾞ)/岡崎 次郎(わにﾊﾟﾜｰｽﾞ)

広地 美則(HSＣ)/三吉 浩司(HSＣ)

松永　茂樹(庭友会)/瀬戸口　徹(枚方市役所)

鈴木 利和(Team Ｃｌａｍｂｅｒ)/小守 義人(Team Ｃｌａｍｂｅｒ)

堀池 史(GATT)/西川 良護(GATT)

松井 智史(HSＣ)/川添 章(HSＣ)

加嶋 淳(日本ﾍﾟｲﾝﾄ)/神内 博基(日本ﾍﾟｲﾝﾄ)

末次 圭(ﾍﾟﾘｶﾝTC)/村井 啓継(ﾍﾟﾘｶﾝTC)

尾割 郁夫(EMTC)/奥田 和彦(EMTC)

市村 俊也(今中ﾃﾆｽﾌｧﾐﾘｰ)/木村 泰之(今中ﾃﾆｽﾌｧﾐﾘｰ)

浅田 展弘(KTSM)/浜辺 次男(KTSM)

中本 欣也(かんばら)/藤森 整(かんばら)

西尾 国雄(EMTC)/永井 健一(UP-TO)

山崎 信彦(松下電子部品)/田所 亨(松下電子部品)

矢寺 重敏(庭友会)/畑中 徹(庭友会)

川東 淳一(HSＣ)/中垣 和孝(EMTC)

三輪 勝彦(わにﾊﾟﾜｰｽﾞ)/中島 幸夫(わにﾊﾟﾜｰｽﾞ)

高田　慎也(桑田庭球倶楽部)/北口　和雄(今中ﾃﾆｽﾌｧﾐﾘｰ)

岩崎　隆雄(香里GTC)/川口　年也(香里GTC)

BYE

山田　陽一朗(庭友会)/松永　和慶(庭友会)

田中 耕司(ﾊﾞｰﾊﾞﾘｱﾝｽﾞ)/佐々木 成幸(日本ﾍﾟｲﾝﾄ)

BYE

出口 央士(UP-TO)/倉田 大輔(UP-TO)

古川 裕之(かんばら)/岡矢 伸一郎(かんばら)

寺田 和広(EMTC)/三浦 滋(EMTC)

梅永 道高(Team Ｃｌａｍｂｅｒ)/中谷 勝己(ｴｽﾍﾟﾗﾝｻⅡ)

太田　好祐(庭友会)/北山　隆(庭友会)

浅井 勝彌(BIGﾃﾆｽ)/小山 宏毅(BIGﾃﾆｽ)

優　　勝優　　勝優　　勝優　　勝

藤本 聡(今中ﾃﾆｽﾌｧﾐﾘｰ)/田伏 加津哉(ﾊﾞｰﾊﾞﾘｱﾝｽﾞ)藤本 聡(今中ﾃﾆｽﾌｧﾐﾘｰ)/田伏 加津哉(ﾊﾞｰﾊﾞﾘｱﾝｽﾞ)藤本 聡(今中ﾃﾆｽﾌｧﾐﾘｰ)/田伏 加津哉(ﾊﾞｰﾊﾞﾘｱﾝｽﾞ)藤本 聡(今中ﾃﾆｽﾌｧﾐﾘｰ)/田伏 加津哉(ﾊﾞｰﾊﾞﾘｱﾝｽﾞ)

澤田　直人(香里GTC)/江頭　英明(松下電器)

嶋村 薫(ﾍﾟﾘｶﾝTC)/光保 尚則(GATT)

金野 宣夫(UP-TO)/長田 和久(UP-TO)

藤本 聡(今中ﾃﾆｽﾌｧﾐﾘｰ)/田伏 加津哉(ﾊﾞｰﾊﾞﾘｱﾝｽﾞ)

村山 隆治(かんばら)/加納 公一(かんばら)

長島 義記(ｴｽﾍﾟﾗﾝｻⅡ)/笠原 浩スケ(ｴｽﾍﾟﾗﾝｻⅡ)

市川 雅尚(Ｆｅｌｌｏｗｓ)/吉岡 隆史(Ｆｅｌｌｏｗｓ)

角田　豊(香里GTC)/永田　康雄(香里GTC)

シードプレーヤーシードプレーヤーシードプレーヤーシードプレーヤー

63


