
Seed name 1R 2R 3R SF F

1 1 八木 眞 明治神宮外苑テニスクラブ

山口 正夫 明治神宮外苑テニスクラブ 八木 眞 / 山口 正夫

2 bye    

bye 八木 眞 / 山口 正夫

3 板垣 雄一 田園テニス倶楽部    60 61

田原 恵一郎 横須賀ダイヤランド 常盤井 俊昊 / 中澤 孝和

4 常盤井 俊昊 グリーンヒルインドアテニススクール
   63 46 7-5

中澤 孝和 ソニー生命保険TC 八木 眞 / 山口 正夫

5 清 隆一郎 サントピアテニスクラブ    67(5) 64 7-2

藤井 良成 ビックボックス東大和 清 隆一郎 / 藤井 良成

6 bye    

bye 清 隆一郎 / 藤井 良成

7 bye    63 62

bye 鶴見 嘉弘 / 鈴木 衛司

8 鶴見 嘉弘 明治神宮外苑テニスクラブ    

鈴木 衛司 鎌倉ローンテニス倶楽部 八木 眞 / 山口 正夫

9 沼尻 満男 JSPI    76(2) 64

太田 茂晴 Leads 沼尻 満男 / 太田 茂晴

10 bye    

bye 沼尻 満男 / 太田 茂晴

11 鈴木 一夫 高松ローンテニスクラブ    60 61

小林 松孝 JNSテニスアカデミー軽井沢 鈴木 一夫 / 小林 松孝

12 三田 義之 明治神宮外苑テニスクラブ    63 26 7-4

巽 良友 フリー 沼尻 満男 / 太田 茂晴

13 近岡 淳 あざみ野ローンテニスクラブ    62 61

寺門 信行 あざみ野ローンテニスクラブ 近岡 淳 / 寺門 信行

14 bye    

bye 野下 盛治 / 石谷 勇次

15 bye 61 64   

bye 野下 盛治 / 石谷 勇次

16 野下 盛治 東宝調布テニスクラブ    WINNER

石谷 勇次 WITH 倉島 英造 / 井上 雅雄

17 佐藤 一彦 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ    57 64 64

田丸 浩昭 高井戸ダイアモンドテニスクラブ 佐藤 一彦 / 田丸 浩昭

18 bye    

bye 小山 鑑明 / 吉川 実

19 bye    W.O

bye 小山 鑑明 / 吉川 実

20 小山 鑑明 練馬区テニス協会    

吉川 実 クラブＵＴＡ 倉島 英造 / 井上 雅雄

21 小出 敦 武蔵野ローンTC    63 64

恒任 克彦 武蔵野ローンテニスクラブ 西村 英樹 / 岡村 健史

22 西村 英樹 関町ローンテニスクラブ    62 63

岡村 健史 関町ローンテニスクラブ 倉島 英造 / 井上 雅雄

23 bye 62 60   

bye 倉島 英造 / 井上 雅雄

24 倉島 英造 東京ローンテニスクラブ    

井上 雅雄 東京ローンテニスクラブ 倉島 英造 / 井上 雅雄

25 鈴木 朗 明治神宮外苑テニスクラブ    61 62

国見 修二 明治神宮外苑ＴＣ 鈴木 朗 / 国見 修二

26 bye    

bye 鈴木 朗 / 国見 修二

27 bye    76(4) 64

bye 豊田 光一 / 金井 宏彰

28 豊田 光一 軽井沢会    

金井 宏彰 フリー 上田 裕一 / 青木 隆雄

29 宮川 智幸 鎌倉ローンテニス倶楽部    61 75

秦 怜志 軽井沢会 宮川 智幸 / 秦 怜志

30 小澤 和英 関町ローンテニスクラブ 61 62   

元村 朗 関町ローンテニスクラブ 上田 裕一 / 青木 隆雄

31 bye    76(4) 36 7-1

bye 上田 裕一 / 青木 隆雄

32 2 上田 裕一 東京ローンテニスクラブ    

青木 隆雄 軽井沢会
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