
Seed name 1R 2R 3R QF SF

1 1 武田 彰 軽井沢会

辻本 豊 花園テニスクラブ 武田 彰 / 辻本 豊

2 bye    

bye 武田 彰 / 辻本 豊

3 小川 裕樹 百合丘ファミリーテニスクラブ 63 , 61

山本 忠生 慶應ポニーテニスクラブOB会 竹中 一夫 / 安川 忠男

4 竹中 一夫 明治神宮外苑テニスクラブ 60 , 60

安川 忠男 善福寺公園テニスクラブ 武田 彰 / 辻本 豊

5 高村 芳郎 明治神宮外苑テニスクラブ 61 , 61

若林 泰 鎌倉ローンテニス倶楽部 高村 芳郎 / 若林 泰

6 bye    

bye 村井 康眞 / 別府 篤

7 bye 62 , 64

bye 村井 康眞 / 別府 篤

8 村井 康眞 馬込テニスクラブ    

別府 篤 富士フイルム 武田 彰 / 辻本 豊

9 鉄屋 正夫 軽井沢会 63 , 26 , 14-12

阿部 康行 東京ローンテニスクラブ 鉄屋 正夫 / 阿部 康行

10 bye    

bye 鉄屋 正夫 / 阿部 康行

11 bye 62 , 60

bye 高野 光信 / 博多 一恭

12 高野 光信 武蔵野ローンテニスクラブ    

博多 一恭 武蔵野ローンテニスクラブ 小松 雄一郎 / 多屋 昌彦

13 重田 治彦 関町ローンテニスクラブ 61 , 61

清水 滋夫 関町ローンテニスクラブ 重田 治彦 / 清水 滋夫

14 bye    

bye 小松 雄一郎 / 多屋 昌彦

15 bye 62 , 63

bye 小松 雄一郎 / 多屋 昌彦

16 小松 雄一郎 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ    A

多屋 昌彦 横浜ガーデンテニスクラブ 武田 彰 / 辻本 豊

17 3～4 横澤 規佐良 軽井沢会 63 , 63

太田 和彦 成蹊テニス会 横澤 規佐良 / 太田 和彦

18 bye    

bye 横澤 規佐良 / 太田 和彦

19 bye 61 , 60

bye 出口 博 / 井上 康正

20 出口 博 京王テニスクラブ    

井上 康正 鎌倉ローンテニス倶楽部 横澤 規佐良 / 太田 和彦

21 鈴木 聡 調布テニスクラブ W.O.

瀧澤 周一 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 鈴木 聡 / 瀧澤 周一

22 bye    

bye 寺沼 浩 / 古部 利夫

23 bye 63 , 46 , 10-6

bye 寺沼 浩 / 古部 利夫

24 寺沼 浩 明治神宮外苑テニスクラブ    

古部 利夫 明治神宮外苑テニスクラブ 横澤 規佐良 / 太田 和彦

25 大塩 俊夫 明治神宮外苑テニスクラブ 61 , 62

大塩 清隆 明治神宮外苑テニスクラブ 大塩 俊夫 / 大塩 清隆

26 bye    

bye 三友 和雄 / 桐竹 弘之

27 bye 46 , 60 , 10-8

bye 三友 和雄 / 桐竹 弘之

28 三友 和雄 カトレヤテニスガーデン鴻巣    

桐竹 弘之 レニックス 三友 和雄 / 桐竹 弘之

29 小林 紀夫 田柄テニスクラブ W.O.

勝山 和仁 中山テニスクラブ 小林 紀夫 / 勝山 和仁

30 bye    

bye 永井 素夫 / 山田 真嗣 F

31 bye 64 , 61 WINNER

bye 永井 素夫 / 山田 真嗣 武田 彰 / 辻本 豊 中嶋 俊彦 / 屋代 春幸

32 永井 素夫 軽井沢会    
中嶋 俊彦 / 屋代 春幸 62 , 60

山田 真嗣 明治神宮外苑テニスクラブ
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33 中嶋 俊彦 横浜ガーデンテニスクラブ

屋代 春幸 モリタテニス企画 中嶋 俊彦 / 屋代 春幸

34 bye    

bye 中嶋 俊彦 / 屋代 春幸

35 bye 60 , 61

bye 奥山 明良 / 犬塚 家忠

36 奥山 明良 軽井沢会    

犬塚 家忠 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 中嶋 俊彦 / 屋代 春幸

37 瀬川 修 明治神宮外苑テニスクラブ 64 , 60

名木 祐士 明治神宮外苑テニスクラブ 瀬川 修 / 名木 祐士

38 bye    

bye 瀬川 修 / 名木 祐士

39 bye 61 , 61

bye 曽根 英達 / 鈴木 昭一

40 曽根 英達 南の会    

鈴木 昭一 南の会 中嶋 俊彦 / 屋代 春幸

41 道本 幸伸 明治神宮外苑テニスクラブ 60 , 63

福澤 雅彦 明治神宮外苑テニスクラブ 道本 幸伸 / 福澤 雅彦

42 bye    

bye 道本 幸伸 / 福澤 雅彦

43 bye W.O.

bye 村山 長久 / 中川 洋

44 村山 長久 善福寺公園テニスクラブ    

中川 洋 覚王山T.C. 浅井 有一郎 / 広瀬 省蔵

45 有吉 和宣 今井テニスクラブ 60 , 61

クラーク・ フィリップ 今井テニスクラブ 有吉 和宣 / クラーク・ フィリップ

46 松本 宏 明治神宮外苑テニスクラブ 63 , 06 , 10-5

中村 正和 明治神宮外苑テニスクラブ 浅井 有一郎 / 広瀬 省蔵

47 bye 60 , 63

bye 浅井 有一郎 / 広瀬 省蔵

48 3～4 浅井 有一郎 京王テニスクラブ    B

広瀬 省蔵 セントポールテニスクラブ 中嶋 俊彦 / 屋代 春幸

49 市東 久 東京ローンテニスクラブ 64 , 63

荒川 忠秀 軽井沢会 市東 久 / 荒川 忠秀

50 bye    

bye 市東 久 / 荒川 忠秀

51 bye 62 , 57 , 15-13

bye 堀口 清澄 / 松岡 直樹

52 堀口 清澄 AGURKOBS    

松岡 直樹 AGURKOBS 市東 久 / 荒川 忠秀

53 天野 安治 横浜スポーツマンクラブ 61 , 76(5)

中村 英夫 高井戸ダイヤモンド 天野 安治 / 中村 英夫

54 bye    

bye 天野 安治 / 中村 英夫

55 bye 63 , 76(3)

bye 田中 孝雄 / 依田 正人

56 田中 孝雄 軽井沢会    

依田 正人 軽井沢会 荻原 邦彦 / 東城 秀明

57 松平 永治 東京ローンテニスクラブ 63 , 63

桜井 辰哉 横浜ガーデンテニスクラブ 松平 永治 / 桜井 辰哉

58 bye    

bye 松平 永治 / 桜井 辰哉

59 bye 62 , 64

bye 阪柳 敏春 / 君塚 好紀

60 阪柳 敏春 関町ローンテニスクラブ    

君塚 好紀 関町ローンテニスクラブ 荻原 邦彦 / 東城 秀明

61 畑 良明 明治神宮外苑テニスクラブ 63 , 62

佐藤 文彦 明治神宮外苑テニスクラブ 髙橋 隆二 / 荒岡 令治

62 髙橋 隆二 MIT 和泉テニスクラブ W.O.

荒岡 令治 いわき中央テニスコート 荻原 邦彦 / 東城 秀明

63 bye 63 , 64

bye 荻原 邦彦 / 東城 秀明

64 2 荻原 邦彦 関町ローンテニスクラブ    

東城 秀明 関町ローンテニスクラブ


