
Seed name 1R 2R 3R SF F

1 1 高津 良英 田園テニス倶楽部

黒田 克朗 田園テニス倶楽部 高津 良英/黒田 克朗

2 藤井 信一郎 明海テニスクラブ 60 , 60

田島 不可止 明治神宮外苑テニスクラブ 高津 良英/黒田 克朗

3 谷内 順二 関町ローンテニスクラブ 62 , 62

清水 滋夫 関町ローンテニスクラブ 谷内 順二/清水 滋夫

4 谷川 好一 軽井沢会 61 , 61

鈴木 宏昭 IDTC 高津 良英/黒田 克朗

5 市東 久 東京ローンテニス・クラブ 62 , 63

荒川 忠秀 軽井沢会 吉田 徹/関口 不二夫

6 吉田 徹 タケテニスチーム 26 , 62 , 10-8

関口 不二夫 タケテニスチーム 上田 裕一/青木 隆雄

7 阪柳 敏春 関町ローンテニスクラブ 63 , 61

田幡 敏則 関町ローンテニスクラブ 上田 裕一/青木 隆雄

8 上田 裕一 東京ローンテニスクラブ 62 , 60

青木 隆雄 軽井沢会 高津 良英/黒田 克朗

9 3 楠原 義宏 鎌倉ローンテニスクラブ 67(0) , 63 , 61

奥山 明良 軽井沢会 横井 誠/東 和裕

10 横井 誠 明治神宮外苑テニスクラブ 76(4) , 63

東 和裕 YSC 浅井 有一郎/橋本 富夫

11 浅井 有一郎 京王テニスクラブ 64 , 64

橋本 富夫 TOPテニスクラブ 浅井 有一郎/橋本 富夫

12 嘉藤 雄次 神宮外苑テニスクラブ 61 , 60

名木 祐士 神宮外苑テニスクラブ 松原 正和/渡辺 卓平

13 小島 宣明 高松ローンテニスクラブ 62 , 64

楠窪 春雄 高松ローンテニスクラブ 小川 光二/井上 定正

14 小川 光二 軽井沢会 63 , 62

井上 定正 キッツスポーツスクエア仙台 松原 正和/渡辺 卓平

15 松原 正和 田園テニス倶楽部 63 , 61

渡辺 卓平 東京ローンテニスクラブ 松原 正和/渡辺 卓平

16 藤原 道雄 光が丘テニスクラブ 62 , 60 WINNER
秋定 眞 光が丘テニスクラブ 高津 良英/黒田 克朗

17 東城 秀明 関町ローンテニスクラブ 06 , 63 , 61

荻原 邦彦 関町ローンテニスクラブ 東城 秀明/荻原 邦彦

18 堀 明彦 東京ローンテニスクラブ 60 , 61

犬丸 徹郎 東京ローンテニスクラブ 東城 秀明/荻原 邦彦

19 武田 寿郎 軽井沢会 63 , 61

千 憲司 東京ローンテニスクラブ 志水 浩二/歳川 清治

20 志水 浩二 田園テニスクラブ 64 , 61

歳川 清治 田園テニスクラブ 東城 秀明/荻原 邦彦

21 カンチェミ エンツオ 軽井沢会 60 , 63

土井 明郎 YITC カンチェミ エンツオ/土井 明郎

22 堀口 清澄 ゼロックス 60 , 60

松岡 直樹 駒沢ローン 横澤 規佐良/松平 永治

23 村松 謙二 明治神宮外苑テニスクラブ 67(4) , 64 , 10-5

長瀬 泰彦 神宮テニスクラブ 横澤 規佐良/松平 永治

24 4 横澤 規佐良 東京ローンテニスクラブ 61 , 62

松平 永治 東京ローンテニスクラブ 宮田 一登志/宮崎 康郎

25 鈴木 兵部 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 62 , 61

小松 雄一郎 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 鈴木 兵部/小松 雄一郎

26 松平 朗 明治神宮外苑テニスクラブ 62 , 62

国見 修二 明治神宮外苑ＴＣ 鈴木 兵部/小松 雄一郎

27 牧浦 晃司 神宮テニスクラブ 62 , 46 , 10-6

有村 博之 軽井沢会 近岡 淳/近岡 雅之

28 近岡 淳 あざみ野ローンテニスクラブ 64 , 76(4)

近岡 雅之 東京ローンテニスクラブ 宮田 一登志/宮崎 康郎

29 森 正治 馬込テニスクラブ 62 , 60

横田 淳 馬込テニスクラブ 森 正治/横田 淳

30 高村 芳郎 軽井沢会 63 , 61

阿部 龍樹 軽井沢会 宮田 一登志/宮崎 康郎

31 高橋 隆二 和泉テニスクラブ 61 , 75

荒岡 令治 MiTテニスクラブ 宮田 一登志/宮崎 康郎

32 2 宮田 一登志 軽井沢会 61 , 60

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
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