
St Seed Rank name 1R 2R 3R 4R 5R

1 1 柿本 往岐 Club HIT

石田 洋平 小松屋 柿本 往岐 / 石田 洋平

2 bye    

bye 柿本 往岐 / 石田 洋平

3 星野 利承 緑ヶ丘テニスガーデン 60, 61

山口 幸宣 緑ヶ丘テニスガーデン 木下 真祐央 / 市野 穣

4 木下 真祐央 ANA 61, 62

市野 穣 全日空システム企画 柿本 往岐 / 石田 洋平

5 川口 裕司 明治神宮外苑テニスクラブ 60, 60

古谷 弘 明治神宮外苑テニスクラブ 川口 裕司 / 古谷 弘

6 bye    

bye 川口 裕司 / 古谷 弘

7 bye W.O

bye 佐々木 剛 / 清水 久敬

8 佐々木 剛 田園テニスクラブ    

清水 久敬 田園テニスクラブ 柿本 往岐 / 石田 洋平

9 清水 祐輔 庭球三田会 75, 64

中村 興一郎 庭球三田会 清水 祐輔 / 中村 興一郎

10 bye    

bye 清水 祐輔 / 中村 興一郎

11 bye W.O

bye 池野 新八郎 / 石井 孝佳

12 池野 新八郎 三井不動産    

石井 孝佳 三井不動産 吉原 隆浩 / 具志堅 翔

13 八木 眞 明治神宮外苑テニスクラブ 64, 63

村瀬 雄一 明治神宮外苑テニスクラブ 八木 眞 / 村瀬 雄一

14 bye    

bye 吉原 隆浩 / 具志堅 翔

15 bye 63, 61

bye 吉原 隆浩 / 具志堅 翔

16 吉原 隆浩 フリー    A

具志堅 翔 コナミスポーツ 柿本 往岐 / 石田 洋平

17 鈴木 祐一郎 テニスショップＲｏｏＭ 63, 61

畑野 亮二 テニスショップＲｏｏＭ 鈴木 祐一郎 / 畑野 亮二

18 bye    

bye 鈴木 祐一郎 / 畑野 亮二

19 小林 正幸 ALWAYS 61, 60

芳賀 昭寛 竹ノ塚ＩＳＰ 小柳 尚浩 / 中村 裕

20 小柳 尚浩 軽井沢会 W.O

中村 裕 軽井沢会 吉野 信三 / 高野 泰

21 折田 純一 成蹊テニス会   26, 62, 7-1 

小沼 豊和 電通 折田 純一 / 小沼 豊和

22 bye    

bye 吉野 信三 / 高野 泰

23 bye 46, 63, 7-5

bye 吉野 信三 / 高野 泰

24 吉野 信三 軽井沢会    

高野 泰 オールサムズ 山口 正夫 / 長田 祐治

25 黒田 克朗 田園テニス倶楽部 W.O

高津 良英 田園テニス倶楽部 黒田 克朗 / 高津 良英

26 bye    

bye 黒田 克朗 / 高津 良英

27 bye 60, 60

bye 吉田 徹 / 飯泉 信生

28 吉田 徹 ヤナギテニスクラブ    

飯泉 信生 ヤナギテニスクラブ 山口 正夫 / 長田 祐治

29 西澤 応人 軽井沢会 62, 62

瀬戸 宰 鎌倉ローンテニスクラブ 小林 学 / 熊谷 一孝

30 小林 学 ラック港南台テニスガーデン 76(2), 61

熊谷 一孝 ＮＡＳこしがや 山口 正夫 / 長田 祐治 SF F

31 bye 62, 61 A 柿本 往岐 / 石田 洋平 柿本 往岐 / 石田 洋平 WINNER

bye 山口 正夫 / 長田 祐治 B 御代 元 / 本村 浩二 75, 62 柿本 往岐 / 石田 洋平

32 5 山口 正夫 明治神宮外苑テニスクラブ    C 猪狩 秀臣 / 高橋 佑太 魚谷 剛士 / 小副川 悦朗 64, 75

長田 祐治 明治神宮外苑テニスクラブ D 魚谷 剛士 / 小副川 悦朗 63, 61
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33 3 内海 大典 club HIT

内海 大孝 club HIT 内海 大典 / 内海 大孝

34 bye    

bye 内海 大典 / 内海 大孝

35 西澤 智仁 アミティーテニスクラブ 60, 61

桐川 和也 南万騎が原テニスカレッジ 西澤 智仁 / 桐川 和也

36 上村 剛士 Y's club W.O

松橋 慎 Y's club 御代 元 / 本村 浩二

37 小俣 賢司 サントリー    46, 63, 7-2

中本 謙 第一三共 小俣 賢司 / 中本 謙

38 bye    

bye 御代 元 / 本村 浩二

39 bye 62, 61

bye 御代 元 / 本村 浩二

40 御代 元 軽井沢会    

本村 浩二 フルキャスト 御代 元 / 本村 浩二

41 長田 誠司 ケンウッドテニスクラブ    67(5) ,76(9) ,7-5 

大橋 明 横浜テニスカレッジ 長田 誠司 / 大橋 明

42 bye    

bye 平塚 真吾 / 野口 正裕

43 bye 61, 64

bye 平塚 真吾 / 野口 正裕

44 平塚 真吾 ARES    

野口 正裕 東宝調布ＴＣ 平塚 真吾 / 野口 正裕

45 ダニー シットリン エッジモアテニスクラブ USA    63, 75

ベン シットリン エッジモアテニスクラブ USA ダニー シットリン / ベン シットリン

46 石川 達也 フリー W.O

遠藤 友彦 フリー 奈藏 篤史 / 佐野 匠

47 bye 62, 60

bye 奈藏 篤史 / 佐野 匠

48 奈藏 篤史 ネットワンシステムズ    B

佐野 匠 ウイングローバルテニススクール麻生 御代 元 / 本村 浩二

49 須江 祐輔 軽井沢会 64, 75

間彦 学武 ウイング 須江 祐輔 / 間彦 学武

50 bye    

bye 須江 祐輔 / 間彦 学武

51 武藤 孝平 瀬田テニススクール 75, 64

石塚 良介 瀬田テニススクール 武藤 孝平 / 石塚 良介

52 牧浦 晃司 神宮テニスクラブ 61, 61

金原 厚 神宮テニスクラブ 須江 祐輔 / 間彦 学武

53 山本 初直 ワイドワイズ    64, 64

広沢 賢 ワイドワイズ 山本 初直 / 広沢 賢

54 bye    

bye 山本 初直 / 広沢 賢

55 bye 61, 63

bye 吉井 伸介 / 小田 博晶

56 吉井 伸介 東京ローンテニスクラブ    

小田 博晶 東京ローンテニスクラブ 池村 康平 / 藤原 剛

57 加藤 滋久 鎌倉宮カントリーテニスクラブ    63, 62

奥山 明良 軽井沢会 加藤 滋久 / 奥山 明良

58 bye    

bye 下倉 成司 / 石井 剛太

59 bye 61, 61

bye 下倉 成司 / 石井 剛太

60 下倉 成司 庭球三田会    

石井 剛太 庭球三田会 池村 康平 / 藤原 剛

61 川下 皓司 フリー 63, 62

川邊 拓也 フリー 上本 武 / 尾崎 裕亮

62 上本 武 東京海上日動 W.O

尾崎 裕亮 東京海上日動 池村 康平 / 藤原 剛

63 bye 64, 62

bye 池村 康平 / 藤原 剛

64 6 池村 康平 早稲田大学    

藤原 剛 三井不動産
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65 7 古村 賢紀 三菱商事

寺内 寿雄 東京海上日動火災 古村 賢紀 / 寺内 寿雄

66 bye    

bye 古村 賢紀 / 寺内 寿雄

67 大塚 隆一 エーシズテニスクラブ    62, 60

中島 成紀 エーシズテニスクラブ 大塚 隆一 /中島成紀

68 阿出川 光俊 フリー    62, 64

山中 康仁 神宮外苑テニスクラブ 古村 賢紀 / 寺内 寿雄

69 柳原 敏正 チームコーク 64, 63

有澤 敬太 東京ローンテニスクラブ 柳原 敏正 / 有澤 敬太

70 bye    

bye 長谷部 祐樹 / 鈴木 淳弘

71 bye 46, 76(7), 7-5   

bye 長谷部 祐樹 / 鈴木 淳弘

72 長谷部 祐樹 セサミテニススクール三鷹    

鈴木 淳弘 ジュエインドアテニス町田小山 古村 賢紀 / 寺内 寿雄

73 渡辺 啓 東京ローンテニスクラブ    64,61

土屋 晃成 クリエイティブプロダクツ神奈川 渡辺 啓 / 土屋 晃成

74 bye    

bye 渡辺 啓 / 土屋 晃成

75 bye   61, 60 

bye 小川 和宏 / 古田 純

76 小川 和宏 軽井沢会    

古田 純 庭球三田会 渡辺 啓 / 土屋 晃成

77 加藤 秀昭 フリー   61, 62 

山田 淳司 フリー 田口 正弘 / 金井 景

78 田口 正弘 ラック港南台テニスガーデン W.O   

金井 景 ラック港南台テニスガーデン 田口 正弘 / 金井 景

79 bye    26, 75, 10-8

bye 須江 洋輔 / 田渕 悠樹

80 須江 洋輔 軽井沢会    C

田渕 悠樹 （株）日本アクセス 猪狩 秀臣 / 高橋 佑太

81 新井 崇志 庭球三田会 64, 63

桜井 悟郎 庭球三田会 新井 崇志 / 桜井 悟郎

82 bye    

bye 新井 崇志 / 桜井 悟郎

83 bye  61, 60  

bye 今井 崇敦 / 唐沢 裕之

84 今井 崇敦 ワセダクラブ    

唐沢 裕之 三菱商事 新井 崇志 / 桜井 悟郎

85 鈴木 昌和 軽井沢会    63, 62

倉島 英造 クラシマインターナショナルテニスアカデミー 鈴木 昌和 / 倉島 英造

86 bye    

bye 浅見 典男 / 鈴木 裕太

87 bye W.O   

bye 浅見 典男 / 鈴木 裕太

88 浅見 典男 STEP    

鈴木 裕太 ステップ 猪狩 秀臣 / 高橋 佑太

89 國玉 聡 トマトクラブ 76(3), 61

加藤 稔 ＮＡＳ越谷 國玉 聡 / 加藤 稔

90 bye    

bye 國玉 聡 / 加藤 稔

91 bye 76(1), 63   

bye 柳内 渉 / 馬場内 大造

92 柳内 渉 稲門テニスクラブ    

馬場内 大造 稲門テニスクラブ 猪狩 秀臣 / 高橋 佑太

93 波多野 啓介 稲門テニス倶楽部    63, 63

中村 浩 目黒テニススクール 西東 琢磨 /  高津　康裕

94 西東 琢磨 博報堂   62, 62 

高津 康裕 博報堂 猪狩 秀臣 / 高橋 佑太

95 bye 62, 64   

bye 猪狩 秀臣 / 高橋 佑太

96 4 猪狩 秀臣 テニスショップＲｏｏＭ    

高橋 佑太 テニスショップROOM
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97 8 魚谷 剛士 オーチャードグリーンテニス・フットサルクラブ

小副川 悦朗 オーチャードグリーンテニス・フットサルクラブ 魚谷 剛士 / 小副川 悦朗

98 bye    

bye 魚谷 剛士 / 小副川 悦朗

99 大田原 吉隆 KLTC 62, 62 

柴田 徳次郎 桜台テニスクラブ 加藤 哲太郎/ 田中 大貴

100 加藤 哲太郎 アストモスエネルギー   62, 61 

田中 大貴 フリー 魚谷 剛士 / 小副川 悦朗

101 鵜沢 周平 三井不動産    62, 62

山崎 由博 三井不動産 鵜沢 周平 / 山崎 由博

102 bye    

bye 鵜沢 周平 / 山崎 由博

103 bye    63, 63

bye 山口 寛士 / 高松 伸吾

104 山口 寛士 ヤマヒロ    

高松 伸吾 Ａｔｈｌｅａｄ 魚谷 剛士 / 小副川 悦朗

105 並木 昭夫 STEP 64, 62

小林 大作 STEP 並木 昭夫 / 小林 大作

106 bye    

bye 並木 昭夫 / 小林 大作

107 bye 60, 46, 9-7   

bye 小林 浩 / 大久保 孝雄

108 小林 浩 軽井沢会    

大久保 孝雄 軽井沢会 牧野 正洋 / 村田 宗紀

109 江間 哲夫 軽井沢会    61, 64

斉藤 一男 明治神宮外苑テニスクラブ 江間 哲夫/ 斉藤 一男

110 小島 一敏 博報堂   W.O 

石井 孝次郎 博報堂 牧野 正洋 / 村田 宗紀

111 bye 60, 60   

bye 牧野 正洋 / 村田 宗紀

112 牧野 正洋 GLTC    D

村田 宗紀 GLTC 魚谷 剛士 / 小副川 悦朗

113 菅原 徹 アートヒルテニスクラブ 64, 64

金澤 亮二 金曜人 菅原 徹 / 金澤 亮二

114 bye    

bye 菅原 徹 / 金澤 亮二

115 bye 63, 60   

bye 河原 重行 / 藤田 昇

116 河原 重行 Team Koba    

藤田 昇 Team Koba 菅原 徹 / 金澤 亮二

117 村野 隆麻 フリー    62, 63

佐藤 彰洋 フリー 村野 隆麻 / 佐藤 彰洋

118 bye    

bye 村野 隆麻 / 佐藤 彰洋

119 bye    75, 64

bye 夏目 吾郎 / 小林 洋平

120 夏目 吾郎 GLTC    

小林 洋平 GLTC 斎藤 裕 / 重光 前

121 御代 光 軽井沢会 57, 64, 7-4

ロンギ 武和 たちかわジュニアテニスアカデミー 御代 光 / ロンギ 武和

122 bye    

bye 御代 光 / ロンギ 武和

123 bye   63, 62 

bye 常盤井 俊昊 / 小板橋 理

124 常盤井 俊昊 グリーンヒルインドアテニススクール    

小板橋 理 グリーンヒルインドアテニススクール 斎藤 裕 / 重光 前

125 鈴木 朗 明治神宮外苑テニスクラブ 63, 61

宮本 正輝 三菱ＵＦＪリース 鈴木 朗/ 宮本 正輝

126 須崎 総一 駒沢ラケットクラブ 63,61   

日野 哲也 エバーグリーンTF横浜 斎藤 裕 / 重光 前

127 bye    36, 63, 7-0

bye 斎藤 裕 / 重光 前

128 2 斎藤 裕 三井不動産株式会社    

重光 前 東京ローンテニスクラブ
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