
Seed name 1R 2R 3R SF F

1 1 須江 祐輔 軽井沢会

山本 果枝 フリー 須江 祐輔 / 山本 果枝

2 bye    

bye 西東 琢磨 / 牧田 有季

3 西東 琢磨 博報堂 W.O

牧田 有季 フリー 西東 琢磨 / 牧田 有季

4 竹内 聖 大正セントラルＴＣ目白 60 , 61

柴山 広美 大正セントラルTC 西東 琢磨 / 牧田 有季

5 吉原 隆浩 フリー 61 , 63

冨田 明子 軽井沢会 吉原 隆浩 / 冨田 明子

6 bye    

bye 吉原 隆浩 / 冨田 明子

7 bye 76(4) , 36 , 7-3

bye 楠原 義宏 / 楠原 淳子

8 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 西東 琢磨 / 牧田 有季

9 武笠 輝久 アップルテニスクラブ W.O.

野村 文江 アップルテニスクラブ 武笠 輝久 / 野村 文江

10 bye    

bye 武笠 輝久 / 野村 文江

11 八木 宏治 スポーツゾーンジップテニスアリーナ 60 , 30RET

八木 佳子 スポーツゾーンジップテニスアリーナ 八木 宏治 / 八木 佳子

12 具志堅 翔 コナミスポーツ 57 , 76(4) , 7-5

中川 順子 武蔵野ローン 武笠 輝久 / 野村 文江

13 五十嵐 直広 西原テニスクラブ 76(1) , 64

谷島 薫 西原テニスクラブ 細山 貴朗 / 丸山 真貴子

14 細山 貴朗 法友会 57 , 63 , 7-2

丸山 真貴子 明治神宮外苑テニスクラブ 細山 貴朗 / 丸山 真貴子

15 bye 62 , 76(5)

bye 川岸 義道 / 杉浦 早春

16 川岸 義道 軽井沢会    WINNER

杉浦 早春 軽井沢会 高津 康裕 / 田中 祐子

17 石井 大貴 馬込テニスクラブ 75 , 60

杉山 貴子 JITC 石井 大貴 / 杉山 貴子

18 bye    

bye 石井 大貴 / 杉山 貴子

19 中島 多美子 スポーツゾーンジップテニスアリーナ 61 , 63

三辺 雅則 フリー 中島 多美子 / 三辺 雅則

20 荒川 三秀 明治神宮外苑テニスクラブ 61 , 60

荒川 恵 フリー 高津 康裕 / 田中 祐子

21 高津 康裕 博報堂 62 , 60

田中 祐子 日本郵政グループ 高津 康裕 / 田中 祐子

22 阿部 龍樹 軽井沢会 W.O

阿部 美月 軽井沢会 高津 康裕 / 田中 祐子

23 bye 61 , 62

bye 山口 寛士 / 山口 典子

24 山口 寛士 東京ローンテニスクラブ    

山口 典子 明治神宮外苑テニスクラブ 高津 康裕 / 田中 祐子

25 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 76(7) , 63

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

26 bye    

bye 鈴木 一夫 / 有吉 知佐

27 bye 64 , 57 , 7-3

bye 鈴木 一夫 / 有吉 知佐

28 鈴木 一夫 高松ローンテニスクラブ    

有吉 知佐 カジヤテニスクラブ 恵良 満 / 石塚 佳子

29 長坂 充郎 CTA 61 , 60

岡田 博美 京王テニスクラブ 恵良 満 / 石塚 佳子

30 恵良 満 平本ガーデンコート 60 , 62

石塚 佳子 平本ガーデンコート 恵良 満 / 石塚 佳子

31 bye 62 , 61

bye 西村 英樹 / 西村 あかね

32 2 西村 英樹 関町ローンテニスクラブ    

西村 あかね 関町ローンテニスクラブ

2014年 軽井沢国際テニストーナメント（ダブルス）

混合ダブルス


