
Seed name 1R 2R 3R SF F

1 1 栗岡 威 東京ローンテニスクラブ

川地 孝 東京ローンテニスクラブ 栗岡 威 / 川地 孝

2 bye    

bye 栗岡 威 / 川地 孝

3 藤田 俊郎 田園テニスクラブ 61 , 64

浅野 光行 田園テニスクラブ 新井 憲彦/吉野 俊次

4 新井 憲彦 高井戸ダイヤモンド 46 , 75 , 10-2

吉野 俊次 軽井沢会 栗岡 威 / 川地 孝

5 鈴木 光昭 田園テニス倶楽部 63 , 62

田中 広 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 鈴木 光昭/田中 広

6 絹山 実 武蔵野ローンテニスクラブ 46 , 75 , 10-8

浜野 彬 武蔵野ローンテニスクラブ 鈴木 光昭/田中 広

7 鹿嶋 常博 軽井沢会 62 , 64

吉田 賛平 神宮外苑テニスクラブ 吉井 洌/有沢 三治

8 吉井 洌 東京ローンテニスクラブ 60 , 61

有沢 三治 東京ローンテニスクラブ 岡野 隆/倉田 昌

9 3 岡野 隆 明治神宮外苑テニスクラブ 62 , 63

倉田 昌 明治神宮外苑テニスクラブ 岡野 隆/倉田 昌

10 佐藤 正和 軽井沢会 64 , 64

久保 公孝 明海大学テニスサークル 岡野 隆/倉田 昌

11 杉山 茂 鎌倉ローンテニスクラブ 63 , 60

伊藤 行夫 鎌倉ローンテニス倶楽部 杉山 茂/伊藤 行夫

12 土屋 宏 軽井沢会 60 , 60

尾崎 進 軽井沢会 岡野 隆/倉田 昌

13 藤井 眞 関町ローンテニスクラブ 61 , 75

君塚 好紀 関町ローンテニスクラブ 梅原 一也/越智 和夫

14 梅原 一也 軽井沢会 64 , 62

越智 和夫 軽井沢会 武田 彰/松尾 治樹

15 大塩 俊夫 明治神宮外苑テニスクラブ 63 , 62

竹中 一夫 明治神宮外苑テニスクラブ 武田 彰/松尾 治樹

16 武田 彰 軽井沢会 62 , 76(5) WINNER
松尾 治樹 軽井沢会 岡野 隆/倉田 昌

17 広瀬 省蔵 軽井沢会 61 , 63

川口 和秋 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 広瀬 省蔵/川口 和秋

18 村山 長久 善福寺公園テニスクラブ 60 , 63

細川 秀夫 京王テニスクラブ 石川 誠一/白石 剛久

19 石川 誠一 東京ローンテニスクラブ W.O

白石 剛久 東京ローンテニスクラブ 石川 誠一/白石 剛久

20 近藤 維男 軽井沢会 60 , 61

竹林 忠夫 関町ローンテニスクラブ 小林 紀夫/勝山 和仁

21 吉田 恭治 武蔵野ローンテニスクラブ 76(4) , 36 , 10-2

関 正志 武蔵野ローンテニスクラブ 吉田 恭治/関 正志

22 川岸 義道 軽井沢会 61 , 61

諸戸 清郎 軽井沢会 小林 紀夫/勝山 和仁

23 小林 紀夫 田柄テニスクラブ 64 , 61

勝山 和仁 中山テニスカレッジ 小林 紀夫/勝山 和仁

24 4 清水 道夫 成城スクエアテニスクラブ 36 , 63 , 10-7

我孫子 和夫 東京ローンテニスクラブ 小林 紀夫/勝山 和仁

25 猪熊 研二 東京ローンテニスクラブ 64 , 06 , 10-4

生川 芳久 東京ローンテニスクラブ 猪熊 研二/生川 芳久

26 中村 英夫 高井戸ダイヤモンド 63 , 62

松本 豊和 フリー 岡橋 修/原田 公敬

27 呼子 徹 明治神宮外苑テニスクラブ 75 , 57 , 11-9

曽根 英達 グリーンウッドTC 岡橋 修/原田 公敬

28 岡橋 修 軽井沢会 60 , 63

原田 公敬 軽井沢会 蝶間林 利男/坪川 宣隆

29 齊藤 文彦 武蔵野ローンテニスクラブ 63 , 36 , 10-3

吉川 隆彦 武蔵野ローンテニスクラブ 齊藤 文彦/吉川 隆彦

30 杉山 憲廣 明治神宮外苑テニスクラブ 63 , 62

松浦 英一 ブレントウッドインドアスクール 蝶間林 利男/坪川 宣隆

31 窪田 真行 鎌倉ローンテニス倶楽部 60 , 63

秋沢 正康 YITC 蝶間林 利男/坪川 宣隆

32 2 蝶間林 利男 湘南ローンテニスクラブ 64 , 63

坪川 宣隆 東京ローンテニスクラブ
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