
Seed name 2R 3R SF F

1 1 楠原 義宏 鎌倉ローンテニス倶楽部

宮川 智幸 鎌倉ローンテニス倶楽部 楠原 義宏 / 宮川 智幸

2 bye    

bye 楠原 義宏 / 宮川 智幸

3 民野 哲男 甲子園テニスクラブ 63 , 64

中野 史也 フリー 村松 謙二 / 貫井 達治

4 村松 謙二 明治神宮外苑テニスクラブ 62 , 36 , 13-11

貫井 達治 明治神宮外苑テニスクラブ 楠原 義宏 / 宮川 智幸

5 井関 司 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 60 , 62

矢田 恒吉 江戸川台テニスクラブ 井関 司 / 矢田 恒吉

6 bye    

bye 波多野 啓介 / 福田 雅純

7 bye 62 , 62

bye 波多野 啓介 / 福田 雅純

8 波多野 啓介 東京ローンテニスクラブ    

福田 雅純 軽井沢会 楠原 義宏 / 宮川 智幸

9 3～4 小松 雄一郎 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 06 , 63 , 10-7

多屋 昌彦 横浜ガーデンテニスクラブ 小松 雄一郎 / 多屋 昌彦

10 bye    

bye 小松 雄一郎 / 多屋 昌彦

11 山田 真嗣 明治神宮外苑テニスクラブ 76(5) , 64

永井 素夫 軽井沢会 志水 浩二 / 横瀬 弘幸

12 志水 浩二 田園テニス倶楽部 61 , 62

横瀬 弘幸 軽井沢会 宮田 一登志 / 宮崎 康郎

13 浅田 琢磨 明治神宮外苑テニスクラブ 61 , 64

福澤 雅彦 明治神宮外苑テニスクラブ 浅田 琢磨 / 福澤 雅彦

14 bye    

bye 宮田 一登志 / 宮崎 康郎

15 bye 61 , 61

bye 宮田 一登志 / 宮崎 康郎

16 宮田 一登志 軽井沢会    WINNER

宮崎 康郎 横浜インターナショナルテニスコミュニティ 高津 良英 / 黒田 克朗

17 藤原 道雄 光が丘テニスクラブ 60 , 64

秋定 眞 光が丘テニスクラブ 藤原 道雄 / 秋定 眞

18 bye    

bye 藤原 道雄 / 秋定 眞

19 bye 61 , 61

bye 山内 義彦 / 重田 治彦

20 山内 義彦 関町ローンテニスクラブ    

重田 治彦 関町ローンテニスクラブ 高津 良英 / 黒田 克朗

21 前渕 亮介 明治神宮外苑テニスクラブ 62 , 64

鈴木 高弘 明治神宮外苑テニスクラブ 伊藤 弘 / 響谷 隆

22 伊藤 弘 東京ローンテニスクラブ 63 , 62

響谷 隆 ミキモト 高津 良英 / 黒田 克朗

23 bye 64 , 75

bye 高津 良英 / 黒田 克朗

24 3～4 高津 良英 田園テニス倶楽部    

黒田 克朗 田園テニス倶楽部 高津 良英 / 黒田 克朗

25 桐竹 弘之 レニックス 61 , 60

三友 和雄 カトレヤテニスガーデン鴻巣 桐竹 弘之 / 三友 和雄

26 bye    

bye 桐竹 弘之 / 三友 和雄

27 bye 64 , 64

bye 牧浦 晃司 / 有村 博之

28 牧浦 晃司 明治神宮外苑テニスクラブ    

有村 博之 軽井沢会 松原 正和 / 渡辺 卓平

29 牧野 徹夫 田園テニス倶楽部 63 , 63

祢津 哲久 田園テニス倶楽部 牧野 徹夫 / 祢津 哲久

30 栗田 純一 明治神宮外苑テニスクラブ 60 , 61

鈴木 猛夫 清水町ローンテニスクラブ 松原 正和 / 渡辺 卓平

31 bye W.O

bye 松原 正和 / 渡辺 卓平

32 2 松原 正和 田園テニス倶楽部    

渡辺 卓平 東京ローンテニスクラブ
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