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選手登録番号 所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

G0012286

サンランドロイヤルテニスクラ

ブ 兵庫県 佐藤 静也 [1]

1 G0001185 ファミリーテニスクラブ 兵庫県 秋山 郁夫 佐藤 静也 [1]

    秋山 郁夫

2    Bye 1  佐藤 静也 [1]

G0023736 徳秀苑庭球倶楽部 大阪府 平賀 恒男  秋山 郁夫

3 G0023976 アーバン六甲テニスクラブ 兵庫県 松本 雅男 平賀 恒男 6-0 6-0

G0019664 新座ローンテニスクラブ 埼玉県 水橋 桂司 松本 雅男  

4 G0016019 新座ローンテニスクラブ 埼玉県 田中 久雄 6-3 6-3 佐藤 静也 [1]

     秋山 郁夫

5    Bye 9 二見 一由 6-4 6-3

G0011185 小田原テニス倶楽部 神奈川県 二見 一由 斉藤 清隆  

6 G0013726 和泉テニスクラブ 神奈川県 斉藤 清隆  持田 明広 [5]

     竹内 康雄

7    Bye 7 持田 明広 [5] w.o.

G0001394 法曹テニスクラブ 大阪府 持田 明広 [5] 竹内 康雄  

8 G0019201 ＭＡＣ 兵庫県 竹内 康雄  佐藤 静也 [1]

G0006513 ユニバー神戸テニス倶楽部 兵庫県 坪倉 利孝 [4]  秋山 郁夫

9 G0021133 ユニバー神戸テニス倶楽部 兵庫県 寺西 章好 坪倉 利孝 [4] 6-4 6-3

    寺西 章好  

10    Bye 3  坪倉 利孝 [4]

G0001494 上本テニススクール 広島県 上本 徳治  寺西 章好

11 G0022313 佐賀グリーンテニスクラブ 佐賀県 眞﨑 利通 松田 清隆 6-1 7-5

G0021006 万博テニスガーデン 大阪府 松田 清隆 福澤 健次  

12 G0017585 サンランドロイヤルＴＣ 兵庫県 福澤 健次 w.o. 坪倉 利孝 [4]

G0005434

アサムラサキ・グリーンストー

ンヒルズ 広島県 中川 恒雄  寺西 章好

13 G0023432 リョーコーテニスクラブ 広島県 藤田 啓一 中川 恒雄 7-5 7-5

G0023963 平田ＴＣ 島根県 加藤 良治 藤田 啓一  

14 G0007924 パワービィー出雲テニスクラブ 島根県 長島 清文 6-0 7-6(8) 宮島 信行 [7]

     神山 好弘

15    Bye 5 宮島 信行 [7] 6-2 6-4

G0000192 亀の甲山テニスクラブ 神奈川県 宮島 信行 [7] 神山 好弘  

16 G0013511 キリウテニスクラブ 群馬県 神山 好弘  佐藤 静也 [1]

G0001116 広野田園テニスクラブ 兵庫県 加古 潤三郎 [6]  秋山 郁夫

17 G0006588 フジテニスクラブ 鹿児島県 藤崎 英俊 加古 潤三郎 [6] 6-0 5-7 [12-10]

    藤崎 英俊  

18    Bye 6  加古 潤三郎 [6]

G0024252 岡山ローンテニス 岡山県 山田 保親  藤崎 英俊

19 G0024251 岡山ローンテニスクラブ 岡山県 長田 鎮男 井上 善広 6-1 6-1

G0024087 歌浦テニスクラブ 広島県 井上 善広 田中 正彦  

20 G0021072 廿日市ローンテニスクラブ 広島県 田中 正彦 6-3 6-4 加古 潤三郎 [6]

G0019199 住友ゴム 兵庫県 堀内 邦康  藤崎 英俊

21 G0022693 ブーメラン 京都府 松田 勝則 加藤 裕司 6-4 6-4

G0022340 ＴＴＦ 愛知県 加藤 裕司 北川 尚人  

22 G0021394 名古屋グリーンテニスクラブ 愛知県 北川 尚人 6-3 6-2 中嶋 勤成 [3]

     屋代 春幸

23    Bye 4 中嶋 勤成 [3] 6-1 6-2

G0004725 ＩＴＣ 兵庫県 中嶋 勤成 [3] 屋代 春幸  

24 G0004131 モリタテニス企画 兵庫県 屋代 春幸  中井 敏夫 [2]

G0020036 東宝調布テニスクラブ 東京都 小林 立彦 [8]  木下 嘉夫

25 G0019308 横浜ガーデンテニスクラブ 神奈川県 山本 俊二 小林 立彦 [8] 6-1 6-3

    山本 俊二  

26    Bye 8  南口 健一

G0001172 浜寺テニスクラブ 大阪府 南口 健一  高瀬 博明

27 G0001717 太宰府市テニス協会 福岡県 高瀬 博明 南口 健一 6-4 7-6(6)

    高瀬 博明  

28    Bye 10  中井 敏夫 [2]

G0004672 Ａ．Ａ．Ａ． 兵庫県 大島 俊計  木下 嘉夫

29 G0009676 ｅｃｏｌｅ－ｆ 兵庫県 金尾 博和 森下 誠 6-2 6-2

G0006640 ＴＰＫ 香川県 森下 誠 河原 昭宏  

30 G0022228 晴海ローンＴＣ 広島県 河原 昭宏 w.o. 中井 敏夫 [2]

     木下 嘉夫

31    Bye 2 中井 敏夫 [2] 2-6 6-3 [10-3]

G0016555

静岡ウインビレッジテニス倶楽

部 静岡県 中井 敏夫 [2] 木下 嘉夫  

32 G0001171 Ｉ－ＲＩＶＥＲ’８４ＴＲ 兵庫県 木下 嘉夫  

    

   


