
Seed name 1R 2R 3R 4R QF

1 1 井上 善文 東京海上日動

田川 翔太 東京海上日動 井上 善文 / 田川 翔太

2 bye    

bye 井上 善文 / 田川 翔太

3 御代 光 軽井沢会 63 , 60

熊谷 龍弥 イーデザイン損害保険 須崎 堅悟 / 上野 暁生

4 須崎 堅悟 テニスユナイテッド 62 , 62

上野 暁生 三井不動産レジデンシャルリース株式会社 井上 善文 / 田川 翔太

5 木下 真祐央 ANA 63 , 63

佐々木 啓介 ビックＫ 木下 真祐央 / 佐々木 啓介

6 bye    

bye 木下 真祐央 / 佐々木 啓介

7 bye 64 , 60

bye 響谷 翼 / 三橋 悠真

8 響谷 翼 バーディモバイル    

三橋 悠真 ソフトバンク 井上 善文 / 田川 翔太

9 新井 隆太郎 テニスショップＲｏｏＭ 60 , 61

鈴木 祐一郎 テニスショップＲｏｏＭ 新井 隆太郎 / 鈴木 祐一郎

10 bye

bye 渡辺 啓 / 有沢 悠太

11 bye 63 , 64

bye 渡辺 啓 / 有沢 悠太

12 渡辺 啓 東京ローンテニスクラブ    

有沢 悠太 東京ローンテニスクラブ 渡辺 啓 / 有沢 悠太

13 西澤 応人 軽井沢会・チーム祥雲寺 W.O.

瀬戸 宰 鎌倉ローンテニス倶楽部 西澤 応人 / 瀬戸 宰

14 bye    

bye 西澤 応人 / 瀬戸 宰

15 bye 36 , 64 , 10-5

bye 菊池 陽介 / 桜井 悟郎

16 菊池 陽介 庭球三田会    A

桜井 悟郎 庭球三田会 井上 善文 / 田川 翔太

17 御代 歩 軽井沢会 62 , 76(6)

飯田 竜也 明治学院大学 御代 歩 / 飯田 竜也

18 bye    

bye 御代 歩 / 飯田 竜也

19 bye 60 , 60

bye 牧浦 晃司 / 金原 厚

20 牧浦 晃司 チーム祥雲寺    

金原 厚 チーム祥雲寺 御代 歩 / 飯田 竜也

21 鈴木 一矢 庭球三田会 61 , 61

中野 大二郎 庭球三田会 鈴木 一矢 / 中野 大二郎

22 bye    

bye 代島 祐太 / 岡部 淳郎

23 bye 62 , 62

bye 代島 祐太 / 岡部 淳郎

24 代島 祐太 三井不動産    

岡部 淳郎 三井不動産 干場 義政 / 井上 雅雄

25 古川 雅一 明治神宮外苑テニスクラブ 76(2) , 63

福田 亨 フリー 古川 雅一 / 福田 亨

26 bye    

bye 干場 義政 / 井上 雅雄

27 bye 61 , 62

bye 干場 義政 / 井上 雅雄

28 干場 義政 東京ローンテニスクラブ    

井上 雅雄 東京ローンテニスクラブ 干場 義政 / 井上 雅雄

29 青木 勇樹 株式会社オロ 64 , 63

山崎 銀次郎 Salesforce 青木 勇樹 / 山崎 銀次郎

30 bye    

bye 山口 正夫 / 長田 祐治 F
31 bye 63 , 61 井上 善文 / 田川 翔太 井上 善文 / 田川 翔太

bye 山口 正夫 / 長田 祐治 石見 卓也 / 松岡 翔 62 , 62 井上 善文 / 田川 翔太

32 5～8 山口 正夫 明治神宮外苑テニスクラブ    加藤 健一 / 小野田 賢 内田 健二 / 高橋 佑太

長田 祐治 明治神宮外苑テニスクラブ 内田 健二 / 高橋 佑太 61 , 63

62 , 62
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33 3～4 石見 卓也 大日本印刷(株)

松岡 翔 大日本印刷（株） 石見 卓也 / 松岡 翔

34 bye    

bye 石見 卓也 / 松岡 翔

35 川崎 龍一 鎌倉ローンテニス倶楽部 75 , 64

川崎 圭一 庭球三田会 遠藤 実 / 池野 新八郎

36 遠藤 実 三井不動産 62 , 60

池野 新八郎 三井不動産 石見 卓也 / 松岡 翔

37 須崎 総一 テニスユナイテッド 63 , 61

大谷 光義 テニスユナイテッド 須崎 総一 / 大谷 光義

38 bye    

bye 須崎 総一 / 大谷 光義

39 bye 63 , 76(4)

bye 吉野 信三 / 中島 照彰

40 吉野 信三 軽井沢会    

中島 照彰 軽井沢会 石見 卓也 / 松岡 翔

41 中村 浩 チーム祥雲寺 46 , 61 , 10-8

金原 諄 チーム祥雲寺 中村 浩 / 金原 諄

42 bye    

bye 豊田 光一 / 元村 朗

43 bye 63 , 62

bye 豊田 光一 / 元村 朗

44 豊田 光一 軽井沢会    

元村 朗 関町ローンテニスクラブ 吉原 隆浩 / 具志堅 翔

45 吉原 隆浩 コア・デ・ダック 61 , 60

具志堅 翔 コア・デ・ダック 吉原 隆浩 / 具志堅 翔

46 bye    

bye 吉原 隆浩 / 具志堅 翔

47 bye 57 , 64 , 11-9

bye 田中 大貴 / 松下 浩平

48 田中 大貴 フリー    B

松下 浩平 フリー 石見 卓也 / 松岡 翔

49 御代 元 軽井沢会 W.O.

井田 晃司 フリー 御代 元 / 井田 晃司

50 bye    

bye 御代 元 / 井田 晃司

51 bye 62 , 61

bye 柳内 渉 / 馬場内 大造

52 柳内 渉 稲門テニスクラブ    

馬場内 大造 稲門テニスクラブ 御代 元 / 井田 晃司

53 中村 興一郎 庭球三田会 63 , 64

清水 祐輔 庭球三田会 中村 興一郎 / 清水 祐輔

54 bye    

bye 中村 興一郎 / 清水 祐輔

55 bye 62 , 46 , 10-6

bye 松田 勇生 / 林 幹夫

56 松田 勇生 フリー    

林 幹夫 フリー 御代 元 / 井田 晃司

57 小島 一敏 博報堂DYMP 57 , 75 , 10-7

瞿曇 英三郎 博報堂 小島 一敏 / 瞿曇 英三郎

58 bye    

bye 小島 一敏 / 瞿曇 英三郎

59 bye 62 , 63

bye 上田 孝彦 / 大森 謙

60 上田 孝彦 明治神宮外苑テニスクラブ    

大森 謙 明治神宮外苑テニスクラブ 奈藏 篤史 / 佐野 匠

61 大田原 吉隆 軽井沢会 67(5) , 62 , 10-3

小川 和宏 軽井沢会 大田原 吉隆 / 小川 和宏

62 bye    

bye 奈藏 篤史 / 佐野 匠

63 bye 61 , 61

bye 奈藏 篤史 / 佐野 匠

64 5～8 奈藏 篤史 ネットワンシステムズ    

佐野 匠 川崎市
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65 5～8 石井 大貴 明治神宮外苑テニスクラブ

折田 純一 軽井沢会 石井 大貴 / 折田 純一

66 bye    

bye 石井 大貴 / 折田 純一

67 bye 61 , 61

bye 佐野 賀一郎 / 池田 直也

68 佐野 賀一郎 SBIホールディングス株式会社    

池田 直也 三越伊勢丹 有村 仁孝 / 市川 雄一

69 山崎 瑛二 フリー 63 , 62

畠山 成冴 Lalouette 山崎 瑛二 / 畠山 成冴

70 bye    

bye 有村 仁孝 / 市川 雄一

71 bye W.O.

bye 有村 仁孝 / 市川 雄一

72 有村 仁孝 軽井沢会    

市川 雄一 フリー 太田 祐輔 / アスンサン ファビオ

73 大平 亮 東京ローンテニスクラブ 61 , 62

三浦 洋平 ニューバーガー・バーマン株式会社 大平 亮 / 三浦 洋平

74 bye    

bye 大平 亮 / 三浦 洋平

75 bye W.O.

bye 山本 一造 / 妹尾 正仁

76 山本 一造 ヤマデン    

妹尾 正仁 ヤマデン 太田 祐輔 / アスンサン ファビオ

77 林 大介 東京ローンテニスクラブ 60 , 62

藤本 顕史 東京ローンテニスクラブ 林 大介 / 藤本 顕史

78 bye    

bye 太田 祐輔 / アスンサン ファビオ

79 bye 61 , 60

bye 太田 祐輔 / アスンサン ファビオ

80 太田 祐輔 軽井沢会    C

アスンサン ファビオ 滝山 加藤 健一 / 小野田 賢

81 可児 孝之 稲門テニスクラブ 16 , 63 , 10-8

山田 正樹 東京ローンテニスクラブ 可児 孝之 / 山田 正樹

82 bye    

bye 可児 孝之 / 山田 正樹

83 bye 63 , 76(6)

bye 翠川 浩樹 / 小椋 一昌

84 翠川 浩樹 ODS    

小椋 一昌 ODS 粟谷 尚生 / 石井 孝佳

85 粟谷 尚生 三井不動産株式会社 62 , 63

石井 孝佳 三井不動産株式会社 粟谷 尚生 / 石井 孝佳

86 bye    

bye 粟谷 尚生 / 石井 孝佳

87 bye 60 , 60

bye 波多野 啓介 / 道下 泰治

88 波多野 啓介 東京ローンテニスクラブ    

道下 泰治 チーム祥雲寺 加藤 健一 / 小野田 賢

89 西澤 應貴 軽井沢会 64 , 63

井上 悠冴 フリー 西澤 應貴 / 井上 悠冴

90 bye    

bye 西澤 應貴 / 井上 悠冴

91 bye W.O.

bye 木次 良輔 / 小林 大地

92 木次 良輔 レニックス    

小林 大地 SSHLD 加藤 健一 / 小野田 賢

93 上野 風太 明治神宮外苑テニスクラブ 64 , 67(5) , 10-8

川上 岳寿 明治神宮外苑テニスクラブ 宮崎 康郎 / 宮崎 奨太

94 宮崎 康郎 横浜インターナショナルテニスコミュニティー 61 , 61

宮崎 奨太 フリー 加藤 健一 / 小野田 賢

95 bye 63 , 63

bye 加藤 健一 / 小野田 賢

96 3～4 加藤 健一 あきやま病院    

小野田 賢 あきやま病院
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97 5～8 桑鶴 翔也 庭球工房

松井 幸介 滝山 桑鶴 翔也 / 松井 幸介

98 bye    

bye 桑鶴 翔也 / 松井 幸介

99 bye 76(4) , 61

bye 池村 康平 / 藤原 剛

100 池村 康平 三井不動産    

藤原 剛 三井不動産 内田 健二 / 高橋 佑太

101 内田 健二 オーチャードグリーン 75 , 63

高橋 佑太 フェアリー 内田 健二 / 高橋 佑太

102 bye    

bye 内田 健二 / 高橋 佑太

103 bye W.O.

bye 下倉 成司 / 高田 義久

104 下倉 成司 庭球三田会    

高田 義久 庭球三田会 内田 健二 / 高橋 佑太

105 三國 拓馬 滝山 61 , 64

境野 賢吾 庭球工房 三國 拓馬 / 境野 賢吾

106 bye    

bye 三國 拓馬 / 境野 賢吾

107 bye 60 , 60

bye 櫻田 侑佑 / 伊澤 諒

108 櫻田 侑佑 三井不動産    

伊澤 諒 三井不動産 三國 拓馬 / 境野 賢吾

109 吉田 和生 東京ローンテニスクラブ 61 , 61

安藤 清隆 フリー 吉田 和生 / 安藤 清隆

110 bye    

bye 吉田 和生 / 安藤 清隆

111 bye 36 , 64 , 10-6

bye 石尾 崚 / メンツァー マイケル

112 石尾 崚 博報堂ＤＹメディアパートナーズ    D

メンツァー マイケル 博報堂ＤＹメディアパートナーズ 内田 健二 / 高橋 佑太

113 斎藤 裕 三井不動産 67(1) , 63 , 10-3

重光 前 三菱商事 斎藤 裕 / 重光 前

114 bye    

bye 斎藤 裕 / 重光 前

115 bye 62 , 62

bye 森下 裕之 / 池田 裕一

116 森下 裕之 明治神宮外苑テニスクラブ    

池田 裕一 フリー 斎藤 裕 / 重光 前

117 神谷 慎 協和発酵キリン(株) 75 , 64

秦 怜志 東京ローンテニスクラブ 神谷 慎 / 秦 怜志

118 bye    

bye 神谷 慎 / 秦 怜志

119 bye 61 , 61

bye 小俣 賢司 / 中本 謙

120 小俣 賢司 サントリー    

中本 謙 第一三共 猪狩 秀臣 / 三国 修資

121 星野 善信 住友生命Vitality 61 , 57 , 10-2

溝辺 憲一 チーム芹が谷 星野 善信 / 溝辺 憲一

122 bye    

bye 星野 善信 / 溝辺 憲一

123 bye W.O.

bye 浅川 昭久 / 井上 明大

124 浅川 昭久 フリー    

井上 明大 GODAIテニスカレッジ 猪狩 秀臣 / 三国 修資

125 猪狩 秀臣 テニスショップＲｏｏＭ 61 , 61

三国 修資 テニスショップＲｏｏＭ 猪狩 秀臣 / 三国 修資

126 鈴木 康夫 二流会 61 , 60

杉原 龍馬 東京ローンテニスクラブ 猪狩 秀臣 / 三国 修資

127 bye 63 , 62

bye 臼井 元 / 太田代 希唯

128 2 臼井 元 軽井沢会    

太田代 希唯 滝山


