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選手登録番号 所属団体 St. Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

    

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

    秋山 郁夫 [1]

2 G0001494 上本テニススクール 広島県 上本 徳治 w.o.  

     秋山 郁夫 [1]

3 G0016895 南青山高原テニスクラブ 三重県 小山 節司  6-3 6-0

    小山 節司  

4 G0018345 ロイヤルガーデンテニスクラブ 京都府 中島 秀和 6-3 6-2  

     秋山 郁夫 [1]

5 G0020937 オレンジヒルＴＣ 神奈川県 安波 昭一郎  6-3 6-3

    安波 昭一郎  

6 G0021603 木陽会 福岡県 松浦 孝志 7-5 6-3  

     上村 和秋 [14]

7 G0021006 万博テニスガーデン 大阪府 松田 清隆  5-7 6-1 7-5

    上村 和秋 [14]  

8 G0013826 とうかい 愛知県 上村 和秋 [14] 6-3 6-4  

     秋山 郁夫 [1]

9 G0014414 晴海ローンＴＣ 広島県 山田 啓司 [11]  6-4 7-5

    山田 啓司 [11]  

10 G0001117 土山’Ｓ 兵庫県 松本 光也 6-4 6-1  

     山田 啓司 [11]

11 G0019978 上本テニススクール 広島県 山名 邦夫  7-5 6-1

    田中 久雄  

12 G0016019 新座ローンテニスクラブ 埼玉県 田中 久雄 6-0 6-1  

     山田 啓司 [11]

13 G0011185 小田原テニス倶楽部 神奈川県 二見 一由  6-7(5) 6-4 3-2 Ret.

    森下 誠  

14 G0006640 ＴＰＫ 香川県 森下 誠 6-2 6-1  

     中井 敏夫 [6]

15 G0020630 天王山倶楽部 兵庫県 鶴房 一男  6-2 6-2

    中井 敏夫 [6]  

16 G0016555

静岡ウインビレッジテニス倶楽

部 静岡県 中井 敏夫 [6] 6-3 6-2  

     秋山 郁夫 [1]

17 G0000192 亀の甲山テニスクラブ 神奈川県 宮島 信行 [4]  6-3 6-1

    宮島 信行 [4]  

18 G0019199 住友ゴム 兵庫県 堀内 邦康 6-1 6-0  

     宮島 信行 [4]

19 G0020305 ＦＫＴＣ 福岡県 峯 一士  6-2 6-1

    塩山 泰  

20 G0021069 岡山ローンテニスクラブ 岡山県 塩山 泰 7-5 6-1  

     宮島 信行 [4]

21 G0014648 与野テニスクラブ 埼玉県 琴野 実  4-6 6-4 6-2

    琴野 実  

22 G0017585 サンランドロイヤルＴＣ 兵庫県 福澤 健次 7-6(5) 3-6 6-4  

     中川 恒雄 [15]

23 G0012059 明治神宮外苑テニスクラブ 東京都 横井 誠  6-2 6-2

    中川 恒雄 [15]  

24 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 [15] w.o.  

     中嶋 勤成 [9]

25 G0004725 ＩＴＣ 兵庫県 中嶋 勤成 [9]  6-1 6-3

    中嶋 勤成 [9]  

26 G0021273 ワカヤマテニススクール 和歌山県 小堀 浩成 6-0 6-2  

     中嶋 勤成 [9]

27 G0007404 浦和パークテニスクラブ 埼玉県 黒田 学  6-0 6-3

    荒井 藤男  

28 G0021230 チームＣＨＩＨＡＲＵ 広島県 荒井 藤男 6-3 6-3  

     中嶋 勤成 [9]

29 G0008121 アンドリューズ 大阪府 山北 兼司  6-7(2) 6-2 1-1 Ret.

    山北 兼司  

30 G0023644 パサニアテニスクラブ 茨城県 西 憲久 6-0 6-0  

     藤崎 英俊 [5]

31 G0023314 サンデークラブ 山口県 山崎 知則  6-3 6-0

    藤崎 英俊 [5]  

32 G0006588 フジテニスクラブ 鹿児島県 藤崎 英俊 [5] 6-1 6-1  



     濱田 義則 [2]

33 G0004509 イースト・フィールド 岡山県 東原 篤 [7]  6-4 6-3

    東原 篤 [7]  

34 G0022693 ブーメラン 京都府 松田 勝則 6-1 6-3  

     東原 篤 [7]

35 G0021072 廿日市ローンテニスクラブ 広島県 田中 正彦  6-3 6-4

    田中 正彦  

36 G0019664 新座ローンテニスクラブ 埼玉県 水橋 桂司 6-3 3-6 6-3  

     小林 立彦 [10]

37 G0023700 横浜スポーツマンクラブ 神奈川県 西谷 昭  6-3 6-2

    西谷 昭  

38 G0024626 姫路書写テニスコート 兵庫県 渡加 俊三 6-2 6-3  

     小林 立彦 [10]

39 G0001717 太宰府市テニス協会 福岡県 高瀬 博明  6-4 6-1

    小林 立彦 [10]  

40 G0020036 東宝調布テニスクラブ 東京都 小林 立彦 [10] 6-3 6-4  

     竹内 康雄 [3]

41 G0013726 和泉テニスクラブ 神奈川県 斉藤 清隆 [13]  6-3 6-3

    尾形 政徳  

42 G0022260

Ｃｌｕｂ　ＡＣＴＡＳ　ｉｎ

ＳＣ 埼玉県 尾形 政徳 w.o.  

     眞﨑 利通

43 G0022313 佐賀グリーンテニスクラブ 佐賀県 眞﨑 利通  6-1 6-1

    眞﨑 利通  

44 G0022653 奈良国際テニスクスクラブ 奈良県 関川 卓司 6-1 6-0  

     竹内 康雄 [3]

45 G0001172 浜寺テニスクラブ 大阪府 南口 健一  6-2 6-4

    南口 健一  

46 G0022340 ＴＴＦ 愛知県 加藤 裕司 6-1 6-3  

     竹内 康雄 [3]

47 G0024313 ＴＡＧＧＲＯＵＰ 京都府 古田 佳史  6-0 6-4

    竹内 康雄 [3]  

48 G0019201 ＭＡＣ 兵庫県 竹内 康雄 [3] 6-0 6-1  

     濱田 義則 [2]

49 G0013511 キリウテニスクラブ 群馬県 神山 好弘 [8]  6-1 6-3

    神山 好弘 [8]  

50 G0021394 名古屋グリーンテニスクラブ 愛知県 北川 尚人 6-2 6-4  

     神山 好弘 [8]

51 G0018264 木陽会 福岡県 関 孝人  7-5 7-5

    高橋 則行  

52 G0018572 三観テニスクラブ 香川県 高橋 則行 6-4 6-3  

     神山 好弘 [8]

53 G0022228 晴海ローンＴＣ 広島県 河原 昭宏  6-1 6-2

    河原 昭宏  

54 G0008977 チームウィンフィールド 神奈川県 森下 裕司 7-5 6-1  

     藤次 安行

55 G0000210 草加ローンテニスクラブ 埼玉県 藤次 安行  6-4 6-1

    藤次 安行  

56 G0001116 広野田園テニスクラブ 兵庫県 加古 潤三郎 [12] 1-6 7-5 6-4  

     濱田 義則 [2]

57 G0015981 テニスコミュニティ千葉 千葉県 山下 吉信 [16]  6-4 6-1

    松本 雅男  

58 G0023976 アーバン六甲テニスクラブ 兵庫県 松本 雅男 6-3 6-2  

     松本 雅男

59 G0013524 土曜クラブ 京都府 山田 純也  6-4 7-5

    持田 明広  

60 G0001394 法曹テニスクラブ 大阪府 持田 明広 6-3 6-1  

     濱田 義則 [2]

61 G0014785 新座ローンＴＣ 埼玉県 漆畑 諭樹  6-2 6-0

    漆畑 諭樹  

62 G0023566 三菱電機神戸 兵庫県 平賀 俊夫 7-5 6-2  

     濱田 義則 [2]

63  岡山ローンテニスクラブ 岡山県 光本 雅洋  6-0 6-0

    濱田 義則 [2]  

64 G0011461 晴海ローンＴＣ 広島県 濱田 義則 [2] 6-0 6-1

    

   


