
Seed name 1R 2R 3R SF F

1 1 井上 善文 東京海上日動

八田 朝子 東京海上日動 井上 善文 / 八田 朝子

2 井上 明大 GODAIテニスカレッジ 63 , 62

会田 恭子 明治神宮外苑テニスクラブ 後藤 叶恵 / 青木 勇樹

3 寺沼 浩 明治神宮外苑テニスクラブ 98(3)

柴田 充代 蝶宮会 後藤 叶恵 / 青木 勇樹

4 後藤 叶恵 フリー 60 , 61

青木 勇樹 フリー

5 高橋 明希 第一生命 Not Played

竹内 雄太郎 フリー 高橋 明希 / 竹内 雄太郎

6 三橋 正典 コスパあやめ池 W.O.

三橋 和枝 コスパあやめ池 高橋 明希 / 竹内 雄太郎

7 栁 洋 軽井沢会 72 RET

栁 朋子 軽井沢会 栁 洋 / 栁 朋子

8 佐藤 奈巳 東京ローンテニスクラブ W.O.

佐藤 太陽 東京ローンテニスクラブ

9 3～4 富山 姫子 UHB

小島 一敏 博報堂DYMP 富山 姫子 / 小島 一敏

10 相原 宣宏 カンザキ建設 63 , 64

吉田 知世 明治神宮外苑テニスクラブ 有澤 悠里 / 山崎 銀次郎

11 有澤 悠里 フリー W.O.

山崎 銀次郎 慶應義塾大学 有澤 悠里 / 山崎 銀次郎

12 上村 辰夫 湘南ローンテニスクラブ 62 , 60

上村 優子 湘南ローンテニスクラブ

13 西森 久泰 LHC Not Played

西森 京子 LHC 干場 義政 / 野波 由貴子

14 干場 義政 明治安田生命 60 , 60

野波 由貴子 軽井沢会 干場 義政 / 野波 由貴子

15 浅川 昭久 フリー W.O.

西澤 幸枝 軽井沢会 武笠 輝久 / 野村 文江

16 武笠 輝久 アップルテニスクラブ 76(3) , 26 , 13-11 WINNER

野村 文江 アップルテニスクラブ 勝間 豊 / 杉山 貴子

17 児玉 夏子 東京ローンテニスクラブ W.O.

西澤 應貴 軽井沢会 児玉 夏子 / 西澤 應貴

18 吉田 統樹 電通 60 , 62

吉田 慶子 フリー 児玉 夏子 / 西澤 應貴

19 脇谷 英治 フリー W.O.

中郷 京子 軽井沢会 脇谷 英治 / 中郷 京子

20 西村 あかね 関町ローンテニスクラブ 62 , 26 , 10-5

西村 大樹 フリー 勝間 豊 / 杉山 貴子

21 中村 彰利 明治神宮外苑テニスクラブ W.O.

中村 奈緒美 明治神宮外苑テニスクラブ

22 具志堅 翔 kho*aコーポレーション Not Played

中川 順子 武蔵野ローンテニスクラブ 勝間 豊 / 杉山 貴子

23 五十嵐 直広 西原テニスクラブ W.O.

谷島 薫 西原テニスクラブ 勝間 豊 / 杉山 貴子

24 3～4 勝間 豊 横浜ガーデンテニスクラブ 61 , 61

杉山 貴子 JITC 勝間 豊 / 杉山 貴子

25 浦野 忍 明治神宮外苑テニスクラブ 36 , 62 , 64

秋葉 茂隆 フリー 小山 洋子 / 原田 浩次

26 小山 洋子 湘南ローンテニスクラブ 60 , 63

原田 浩次 湘南ローンテニスクラブ 阿部 祐大 / 阿部 雪

27 阿部 祐大 軽井沢会 W.O.

阿部 雪 明治神宮外苑テニスクラブ 阿部 祐大 / 阿部 雪

28 関 瑛一 蝶宮会 12 RET

岡田 貴美子 蝶宮会 石井 大貴 / 鹿子木 文

29 永野 恵子 軽井沢会 60 , 60

永野 兼大 軽井沢会 道本 幸伸 / 道本 五月

30 道本 幸伸 明治神宮外苑テニスクラブ 62 , 60

道本 五月 明治神宮外苑テニスクラブ 石井 大貴 / 鹿子木 文

31 吉原 隆浩 kho*aコーポレーション 80

冨田 明子 軽井沢会 石井 大貴 / 鹿子木 文

32 2 石井 大貴 馬込テニスクラブ 61 , 62

鹿子木 文 バナナクラブ
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