
Seed name 1R 2R 3R 4R SF

1 1 菅原 徹 アートヒルテニスクラブ

菅原 寛子 アートヒルテニスクラブ 菅原 徹 / 菅原 寛子

2 bye    

bye 菅原 徹 / 菅原 寛子

3 鈴木 一夫 軽井沢ラケットクラブ 62, 60

有吉 知佐 カジヤテニスクラブ 鈴木 一夫 / 有吉 知佐

4 小川 光二 軽井沢会テニス 62, 62

小林 恵子 鎌倉ローンテニスクラブ 菅原 徹 / 菅原 寛子

5 星野 典子 緑ヶ丘テニスガーデン 75, 64

星野 利承 緑ヶ丘テニスガーデン 星野 典子 / 星野 利承

6 bye    

bye 長縄 将太 / 長縄 瑞代

7 bye 36, 75, 7-5

bye 長縄 将太 / 長縄 瑞代

8 長縄 将太 東京グリーンテニスクラブ    

長縄 瑞代 金曜会 菅原 徹 / 菅原 寛子

9 山口 寛士 ヤマヒロ 61, 63  

山口 典子 明治神宮外苑テニスクラブ 山口 寛士 / 山口 典子

10 bye    

bye 山口 寛士 / 山口 典子

11 bye 67(4), 62, 7-3

bye 林 輝代 / 石川 誠一

12 林 輝代 百合ヶ丘ファミリーテニスクラブ    

石川 誠一 東京ローンテニスクラブ 山口 寛士 / 山口 典子

13 吉原 隆浩 フリー 26, 61, 7-3

冨田 明子 軽井沢会 吉原 隆浩 / 冨田 明子

14 bye    

bye 武笠 輝久 / 野村 文江

15 bye 62, 63

bye 武笠 輝久 / 野村 文江

16 武笠 輝久 アップルテニスクラブ    A

野村 文江 アップルテニスクラブ 須江 洋輔 / 上原 理恵

17 3 須江 洋輔 軽井沢会 76(4), 46, 63 

上原 理恵 フリー 須江 洋輔 / 上原 理恵

18 bye    

bye 須江 洋輔 / 上原 理恵

19 具志堅 翔 コナミスポーツ 61, 60

中川 順子 武蔵野ローン 具志堅 翔 / 中川 順子

20 常盤井 俊昊 グリーンヒルインドアテニススクール 63, 36, 7-5

小林 明子 わあむほーるTC 須江 洋輔 / 上原 理恵

21 岡田 豊 東京グリーンテニスクラブ 60, 61

岡田 和子 東京グリーンテニスクラブ 岡田 豊 / 岡田 和子

22 bye    

bye 岡田 豊 / 岡田 和子

23 bye    W.O

bye 渡邊 大 / 渡邊 朋子

24 渡邊 大 緑ヶ丘テニスガーデン    

渡邊 朋子 亀の甲山テニスクラブ 須江 洋輔 / 上原 理恵

25 倉田 昌 明治神宮外苑テニスクラブ 61, 60

大津 礼子 明治神宮外苑テニスクラブ 倉田 昌 / 大津 礼子

26 bye    

bye 倉田 昌 / 大津 礼子

27 bye 62, 63

bye 安永 秀岳 / 秋田 美穂

28 安永 秀岳 軽井沢会    

秋田 美穂 軽井沢会 松田 裕之 / 寺西 美紀子

29 細山 貴朗 法友会 61, 61

丸山 真貴子 明治神宮外苑テニスクラブ 五十嵐 直広 / 谷島 薫

30 五十嵐 直広 西原テニスクラブ 63, 63 

谷島 薫 西原テニスクラブ 松田 裕之 / 寺西 美紀子 F

31 bye 63, 63 A 須江 洋輔 / 上原 理恵 WINNER

bye 松田 裕之 / 寺西 美紀子 須江 洋輔 / 上原 理恵

32 松田 裕之 OTC    B 須江 祐輔 / 山本 果枝 64, 64

寺西 美紀子 フレンドリーTC
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33 石井 剛太 庭球三田会

服部 聡子 東京ローンテニスクラブ 石井 剛太 / 服部 聡子

34 bye    

bye 石井 剛太 / 服部 聡子

35 長坂 充郎 ミタカテニスクラブ 62, 63

岡田 博美 ミタカテニスクラブ 長坂 充郎 / 岡田 博美

36 松原 勇二 紙敷テニスクラブ 61, 61

松原 千秋 紙敷テニスクラブ 山口 雅美 / 山口 幸宣

37 井上 雅雄 東京ローンテニスクラブ W.O

井上 美佐子 横浜ガーデンテニスクラブ 井上 雅雄 / 井上 美佐子

38 bye    

bye 山口 雅美 / 山口 幸宣

39 bye 62, 63

bye 山口 雅美 / 山口 幸宣

40 山口 雅美 緑ヶ丘テニスガーデン    

山口 幸宣 緑ヶ丘テニスガーデン 須江 祐輔 / 山本 果枝

41 峯村 瑠梨子 言問テニスクラブ W.O

梅島 翔 フリー 峯村 瑠梨子 / 梅島 翔

42 bye    

bye 峯村 瑠梨子 / 梅島 翔

43 bye 61, 63

bye 加藤 滋久 / 鈴木 聡子

44 加藤 滋久 鎌倉宮カントリーテニスクラブ    

鈴木 聡子 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 須江 祐輔 / 山本 果枝

45 小林 紀夫 田柄テニスクラブ 60, 60

小林 敬子 田柄テニスクラブ 小林 紀夫 / 小林 敬子

46 金子 義明 軽井沢会 61, 64

葦沢 玲子 軽井沢会 須江 祐輔 / 山本 果枝

47 bye 61, 60

bye 須江 祐輔 / 山本 果枝

48 4 須江 祐輔 軽井沢会    B

山本 果枝 フリー 須江 祐輔 / 山本 果枝

49 宮崎 康郎 横浜インターナショナルテニスコミュニティー 64, 62

宮崎 尚子 横浜インターナショナルテニスコミュニティー 宮崎 康郎 / 宮崎 尚子

50 bye    

bye 宮崎 康郎 / 宮崎 尚子

51 名木 祐士 明治神宮外苑テニスクラブ 61, 63

金子 京子 東京グリーンテニスクラブ 名木 祐士 / 金子 京子

52 今吉 淳恵 田園テニス倶楽部 60, 61

久保田 仁 フリー 宮崎 康郎 / 宮崎 尚子

53 鈴木 光昭 田園テニス倶楽部 64, 46, 7-4

近藤 有子 田園テニス倶楽部 鈴木 光昭 / 近藤 有子

54 bye    

bye 河原 重行 / 河原 のぶ

55 bye 61, 63

bye 河原 重行 / 河原 のぶ

56 河原 重行 Team Koba    

河原 のぶ Team Koba 野波 由貴子 / 干場 義政

57 八木 宏治 ZIP 62, 63

八木 佳子 ZIP 八木 宏治 / 八木 佳子

58 bye    

bye 八木 宏治 / 八木 佳子

59 bye W.O   

bye 矢沢 直樹 / 矢沢 彩芽

60 矢沢 直樹 スポーツゾーンジップテニスアリーナ    

矢沢 彩芽 スポーツゾーンジップテニスアリーナ 野波 由貴子 / 干場 義政

61 宮地 俊樹 明治神宮外苑テニスクラブ 62, 61

飯塚 圭子 明治神宮外苑テニスクラブ 野波 由貴子 / 干場 義政

62 野波 由貴子 慶應義塾大学 61, 62

干場 義政 明治安田生命 野波 由貴子 / 干場 義政

63 bye 60, 63

bye 楠原 義宏 / 楠原 淳子

64 2 楠原 義宏 鎌倉ローンテニスクラブ    

楠原 淳子 鎌倉ローンテニスクラブ
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