
Seed name 1R 2R 3R SF F

1 1 沼尻 満男 JSPI

佐藤 政大 日本商業開発 沼尻 満男 / 佐藤 政大

2 bye    

bye 沼尻 満男 / 佐藤 政大

3 渡辺 一弘 関町ローンテニスクラブ 60 , 60

牛島 真丞 関町ローンテニスクラブ 渡辺 一弘 / 牛島 真丞

4 大平 亮 東京ローンテニスクラブ W.O.

ピーター ラコウ 東京ローンテニスクラブ 沼尻 満男 / 佐藤 政大

5 小山 鑑明 テニスユナイテッド 63 , 60

谷口 政隆 甲子園テニスクラブ 小山 鑑明 / 谷口 政隆

6 bye    

bye 小山 鑑明 / 谷口 政隆

7 bye 75 , 62

bye 上田 孝彦 / 井本 貴之

8 上田 孝彦 明治神宮外苑テニスクラブ    

井本 貴之 明治神宮外苑テニスクラブ 沼尻 満男 / 佐藤 政大

9 加藤 健一 港区テニス連盟 62 , 62

御代 元 軽井沢会 加藤 健一 / 御代 元

10 bye    

bye 加藤 健一 / 御代 元

11 bye W.O.

bye 安東 恭一 / 渡辺 亨

12 安東 恭一 明治神宮外苑テニス クラブ    

渡辺 亨 明治神宮外苑テニスクラブ 加藤 健一 / 御代 元

13 平井 孝始 明治神宮外苑テニスクラブ W.O.

古川 雅一 明治神宮外苑テニスクラブ 平井 孝始 / 古川 雅一

14 bye    

bye 白井 宏明 / 白井 邦明

15 bye 61 , 63

bye 白井 宏明 / 白井 邦明

16 白井 宏明 軽井沢会    WINNER
白井 邦明 フリー 沼尻 満男 / 佐藤 政大

17 巽 良友 フリー 36 , 62 , 76(4)

三田 義之 明治神宮外苑テニスクラブ 巽 良友 / 三田 義之

18 bye    

bye 西村 英樹 / 荻野 昭彦

19 bye 63 , 64

bye 西村 英樹 / 荻野 昭彦

20 西村 英樹 関町ローンテニスクラブ    

荻野 昭彦 田園テニスクラブ 山室 康吏 / 嵯峨 実允

21 山室 康吏 東京ローンテニスクラブ 61 , 46 , 10-6

嵯峨 実允 東京ローンテニスクラブ 山室 康吏 / 嵯峨 実允

22 bye    

bye 山室 康吏 / 嵯峨 実允

23 bye 75 , 36 , 10-6

bye 相原 宣宏 / 吉田 潔史

24 相原 宣宏 カンザキ建設    

吉田 潔史 明治神宮外苑テニスクラブ 長田 祐治 / 山口 正夫

25 金子 裕之 横浜インターナショナルテニスコミュニティー
62 , 62

恒川 グレン 横浜インターナショナルテニスコミュニティー 金子 裕之 / 恒川 グレン

26 bye    

bye 金子 裕之 / 恒川 グレン

27 bye 61 , 64

bye 滝田 秀樹 / 梅村 吉博

28 滝田 秀樹 明治神宮外苑テニスクラブ    

梅村 吉博 明治神宮外苑テニスクラブ 長田 祐治 / 山口 正夫

29 奈良輪 一浩 関町ローンテニスクラブ 60 , 61

戸部 芳行 関町ローンテニスクラブ 須崎 総一 / 大谷 光義

30 須崎 総一 テニスユナイテッド 75 , 63

大谷 光義 テニスユナイテッド 長田 祐治 / 山口 正夫

31 bye 60 , 60

bye 長田 祐治 / 山口 正夫

32 2 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
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