
Seed name 1R 2R 3R SF F

1 1 川口 和秋 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ

上田 滋 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 川口 和秋 / 上田 滋

2 bye    

bye 川口 和秋 / 上田 滋

3 渡邊 幸次 TT新浦安 60 , 46 , 10-6

佐原 律夫 ＴＴ新浦安 横山 隆文 / 近藤 鋼二

4 横山 隆文 鎌倉ローンテニス倶楽部 86

近藤 鋼二 東京ローンテニスクラブ 吉井 洌 / ニックー ニック

5 齊藤 文彦 軽井沢会 26 , 62 , 10-6

吉川 隆彦 武蔵野ローンテニスクラブ 吉井 洌 / ニックー ニック

6 吉井 洌 東京ローンテニスクラブ 81

ニックー ニック 東京ローンテニスクラブ 吉井 洌 / ニックー ニック

7 bye 61 , 61

bye 小林 公明 / 津曲 浩二郎

8 小林 公明 武蔵野ローンテニスクラブ    

津曲 浩二郎 武蔵野ローンテニスクラブ 三村 忠 / 名黒 明徳

O. 3～4 猪熊 研二 東京ローンテニスクラブ W.O.

生川 芳久 東京ローンテニスクラブ 猪熊 研二 / 生川 芳久

10 bye    

bye 三村 忠 / 名黒 明徳

11 土肥 健一 今井テニスクラブ W.O.

藤原 俊喜 今井テニスクラブ 三村 忠 / 名黒 明徳

12 三村 忠 KM会 80

名黒 明徳 KM会 三村 忠 / 名黒 明徳

13 海野 嘉明 清水スポーツクラブ 26 , 75 , 13-11

久保田 陽一 クボタテニス 海野 嘉明 / 久保田 陽一

14 武藤 健一 明治神宮外苑テニスクラブ W.O.

上野 宏史 明治神宮外苑テニスクラブ 海野 嘉明 / 久保田 陽一

15 bye 63 , 61

bye 原田 公敬 / 中島 一彰

16 原田 公敬 軽井沢会    WINNER
中島 一彰 軽井沢会 我孫子 和夫 / 蝶間林 利男

17 野間 毅 田園テニス倶楽部 62 , 63

武藤 弘道 田園テニス倶楽部 野間 毅 / 武藤 弘道

18 bye    

bye 毎野 正修 / 神田 鋭三郎

19 毎野 正修 明治神宮外苑テニスクラブ 75 , 63

神田 鋭三郎 明治神宮外苑テニスクラブ 毎野 正修 / 神田 鋭三郎

20 金子 義明 軽井沢会 84

濵田 隆久 武蔵野ローンテニスクラブ 毎野 正修 / 神田 鋭三郎

21 熊野 保 軽井沢会 62 , 16 , 10-5

梅原 一也 軽井沢会・明治神宮外苑テニスクラブ 北川 和義 / 細川 秀夫

22 北川 和義 京王テニスクラブ 83

細川 秀夫 京王テニスクラブ 北川 和義 / 細川 秀夫

23 bye 63 , 76(5)

bye 田畑 昭雄 / 吉田 良博

24 3～4 田畑 昭雄 成城スクエアテニスクラブ    

吉田 良博 横浜インターナショナルコミュニティー 我孫子 和夫 / 蝶間林 利男

25 我孫子 和夫 東京ローンテニスクラブ 61 , 62

蝶間林 利男 湘南ローンテニスクラブ 我孫子 和夫 / 蝶間林 利男

26 bye    

bye 我孫子 和夫 / 蝶間林 利男

27 川岸 義道 軽井沢会 61 ,61

大来 雄二 明治神宮外苑テニスクラブ 川岸 義道 / 大来 雄二

28 小堺 信嘉 KM会 81

市川 修 KM会 我孫子 和夫 / 蝶間林 利男

29 浅野 光行 田園テニス倶楽部 62 , 75

藤田 俊郎 田園テニス倶楽部 土屋 宏 / 近藤 維男

30 土屋 宏 軽井沢会 84

近藤 維男 軽井沢会 岡野 隆 / 倉田 昌

31 bye 62 , 61

bye 岡野 隆 / 倉田 昌

32 2 岡野 隆 明治神宮外苑テニスクラブ    

倉田 昌 明治神宮外苑テニスクラブ
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