
Seed name 1R 2R 3R QF SF

1 1 御代 元 軽井沢会

杉山 記一 ノリカズスポーツアカデミー 御代 元 / 杉山 記一

2 bye    

bye 上本 武/尾崎 裕亮

3 上本 武 東京海上日動 64 , 26 , 10-3

尾崎 裕亮 東京海上日動 上本 武/尾崎 裕亮

4 下倉 成司 東京ローンテニスクラブ 60 , 63

高田 義久 庭球三田会 上本 武/尾崎 裕亮

5 京瀧 正司 あおぞら銀行 46 , 62 , 11-9

富澤 弘太 三菱UFJ信託銀行 京瀧 正司/富澤 弘太

6 牧浦 晃司 神宮テニスクラブ 61 , 63

金原 厚 神宮テニスクラブ 猪狩 秀臣/鈴木 淳弘

7 吉田 和生 TLTC 60 , 64

安藤 清隆 AMC 猪狩 秀臣/鈴木 淳弘

8 猪狩 秀臣 テニスショップＲｏｏＭ 60 , 64

鈴木 淳弘 テニスショップＲｏｏＭ 上本 武/尾崎 裕亮

9 田代 剛大 東京ローンテニスクラブ 64 , 64

渡辺 啓 東京ローンテニスクラブ 田代 剛大 / 渡辺 啓

10 bye    

bye 干場 義政/田元 龍馬

11 有村 博之 軽井沢会 57 , 76(5) , 12-10

大田原 吉隆 軽井沢会 干場 義政/田元 龍馬

12 干場 義政 明治安田生命 60 , 60

田元 龍馬 明治安田生命 干場 義政/田元 龍馬

13 柳内 渉 稲門テニスクラブ 63 , 62

馬場内 大造 稲門テニスクラブ 柳内 渉/馬場内 大造

14 浅川 昭久 フリー 61 , 62

竹内 幹人 フリー 柳内 渉/馬場内 大造

15 bye 63 , 46 , 10-7

bye 池村 康平 / 藤原 剛

16 8 池村 康平 三井不動産    A

藤原 剛 三井不動産 上本 武/尾崎 裕亮

17 3 奈藏 篤史 ネットワンシステムズ 63 , 76(4)

佐野 匠 ウイングローバルテニススクール麻生 奈藏 篤史 / 佐野 匠

18 bye    

bye 奈藏 篤史 / 佐野 匠

19 可児 孝之 稲門テニスクラブ 36 , 76(2) , 10-5

高山 智至 京都ロイヤルテニスクラブ 黒崎 祐介/鈴木 康一郎

20 黒崎 祐介 庭球三田会 64 , 62

鈴木 康一郎 三菱商事㈱ 奈藏 篤史 / 佐野 匠

21 鈴木 康夫 二流会 60 , 67(11) , 10-5

杉原 龍馬 東京ローンテニスクラブ 中野 晃平/澤藤 亮輔

22 中野 晃平 テニスショップRooM 60 , 61

澤藤 亮輔 テニスショップＲｏｏＭ 中野 晃平/澤藤 亮輔

23 ハサウェイ イエン光 軽井沢会 57 , 64 , 10-7

萬里小路 直秀 光ローンTC 加藤 健一/阿部 雅重

24 加藤 健一 港区テニス連盟 75 , 62

阿部 雅重 港区テニス連盟 太田 亮太 / 市野 穣

25 吉原 隆浩 kho*aコーポレーション 76(5) , 64

具志堅 翔 kho*aコーポレーション 吉原 隆浩/具志堅 翔

26 三橋 悠真 ミツバシ商事 62 , 60

響谷 翼 ミツバシ商事 粟谷 尚生/石井 孝佳

27 竹中 一夫 神宮外苑ＴＣ 62 , 76(3)

細山 貴朗 法友会 粟谷 尚生/石井 孝佳

28 粟谷 尚生 三井不動産 63 , 62

石井 孝佳 三井不動産 太田 亮太 / 市野 穣

29 藤田 昇 Team Koba 16 , 60 ,10-6

藤田 優人 Team Koba 新井 崇志/桜井 悟郎

30 新井 崇志 庭球三田会 61 , 61

桜井 悟郎 庭球三田会 太田 亮太 / 市野 穣 F

31 bye 64 , 36 , 10-6 WINNER

bye 太田 亮太 / 市野 穣 上本 武/尾崎 裕亮 長田 祐治 / 山口 正夫

32 6 太田 亮太 軽井沢会    長田 祐治 / 山口 正夫 67(3) , 63 , 76(4)

市野 穣 フリー
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33 5 長田 祐治 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 長田 祐治 / 山口 正夫

34 bye    

bye 長田 祐治 / 山口 正夫

35 山本 初直 東京ローンテニスクラブ 62 , 62

廣澤 賢 ワイドワイズ 山本 初直/廣澤 賢

36 今井 雄一郎 フリー 63 , 64

尾崎 雄馬 成城テニスクラブ 長田 祐治 / 山口 正夫

37 西澤 昇馬 桐蔭学園 64 , 67(6) , 10-8

丹羽 修香 桐蔭学園 西澤 昇馬/丹羽 修香

38 吉野 信三 軽井沢会 62 , 36 , 10-7

近藤 亮太 軽井沢会 井上 雅雄 / サンカラン クリシュナン

39 bye 61 , 60

bye 井上 雅雄 / サンカラン クリシュナン

40 井上 雅雄 東京ローンテニスクラブ    

サンカラン クリシュナン 東京ローンテニスクラブ 長田 祐治 / 山口 正夫

41 吉井 伸介 東京ローンテニスクラブ 64 , 64

小柳 尚浩 軽井沢会 吉井 伸介/小柳 尚浩

42 山本 一造 夢玄会 63 , 61

今井 啓二 ポイズン 鈴木 祐一郎/新井 隆太郎

43 道下 泰治 フリー 60 , 26 , 10-3

波多野 啓介 稲門テニス倶楽部 鈴木 祐一郎/新井 隆太郎

44 鈴木 祐一郎 テニスショップＲｏｏＭ 61 , 64

新井 隆太郎 テニスショップＲｏｏＭ 鵜沢 周平 / 岡部 淳郎

45 西澤 應貴 庭球三田会 61 , 61

市川 雄一 庭球三田会 沼尻 満男/鈴木 佳太

46 沼尻 満男 日本スポーツ振興協会 61 , 63

鈴木 佳太 VOX 鵜沢 周平 / 岡部 淳郎

47 bye 64 , 62

bye 鵜沢 周平 / 岡部 淳郎

48 4 鵜沢 周平 三井不動産    B

岡部 淳郎 三井不動産 長田 祐治 / 山口 正夫

49 7 斎藤 裕 三井不動産 63 , 62

重光 前 三菱商事 斎藤 裕 / 重光 前

50 bye    

bye 斎藤 裕 / 重光 前

51 小俣 賢司 サントリー 63 , 62

中本 謙 第一三共 小俣 賢司/中本 謙

52 西澤 応人 軽井沢会 61 , 60

瀬戸 宰 鎌倉ローンテニスクラブ 光山 高史 / 木下 真祐央

53 堂垂 大志 順天堂大学 64 , 36 , 10-7

本郷 智伎 TTC 堂垂 大志/本郷 智伎

54 小島 一敏 博報堂 60 , 63

石井 孝次郎 博報堂 光山 高史 / 木下 真祐央

55 bye 62 , 75

bye 光山 高史 / 木下 真祐央

56 光山 高史 全日空商事    

木下 真祐央 ANA 石塚 良介/武藤 孝平

57 西東 琢磨 博報堂 63 , 57 , 12-10

高津 康裕 博報堂 西東 琢磨/高津 康裕

58 中村 興一郎 庭球三田会 63 , 62

清水 祐輔 庭球三田会 西東 琢磨/高津 康裕

59 須崎 総一 テニスユナイテッド 64 , 67(4) , 11-9

大谷 光義 テニスユナイテッド 浅野 基彦/菅原 徹

60 浅野 基彦 ブリヂストンスポーツ 62 , 62

菅原 徹 アートヒルテニスクラブ 石塚 良介/武藤 孝平

61 石塚 良介 明治神宮外苑テニスクラブ 26 , 75 , 7-3

武藤 孝平 瀬田テニススクール 石塚 良介/武藤 孝平

62 川崎 圭一 庭球三田会 61 , 61

川崎 龍一 鎌倉ローン 石塚 良介/武藤 孝平

63 bye 62 , 64

bye 小副川 悦朗 / 魚谷 剛士

64 2 小副川 悦朗 東京ローンテニスクラブ    

魚谷 剛士 オーチャードグリーンテニス・フットサルクラブ


