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

G0017400 ＣＴＡ個人会員 千葉県 堀川 道夫 [1]

1 G0007286 東宝調布テニスクラブ 東京都 淵田 孝一 堀川 道夫 [1]

    淵田 孝一

2    Bye 1  堀川 道夫 [1]

 おはようテニス同好会 岡山県 橋本 悟  淵田 孝一

3 G0020656

カトレヤテニスガーデン鴻

巣 埼玉県 渋川 清 橋本 悟 6-0 6-1

    渋川 清  

4    Bye 16  堀川 道夫 [1]

     淵田 孝一

5    Bye 9 入倉 博 6-4 3-6 [10-6]

G0009916 テニスカレッジラフ 大分県 入倉 博 入倉 啓二  

6 G0015450 高松ローンテニスクラブ 香川県 入倉 啓二  入倉 博

     入倉 啓二

7    Bye 7 小林 仁 [6] 6-2 6-3

G0001852 宝塚パブリックＬＴＣ 兵庫県 小林 仁 [6] 石原 紀夫  

8 G0016893

サンランドロイヤルテニス

クラブ 兵庫県 石原 紀夫  井上 隆志 [4]

G0017900

サンランドロイヤルテニス

クラブ 兵庫県 井上 隆志 [4]  北田 哲郎

9 G0022271 サンランドロイヤルＴＣ 兵庫県 北田 哲郎 井上 隆志 [4] 6-3 6-2

    北田 哲郎  

10    Bye 3  井上 隆志 [4]

G0000993 屋島テニスクラブ 香川県 吉田 整司  北田 哲郎

11 G0009635 明治神宮外苑テニスクラブ 東京都 宮地 俊樹 吉田 整司 6-0 6-0

    宮地 俊樹  

12    Bye 13  井上 隆志 [4]

G0016575 東宝調布Ｔ．Ｃ 東京都 加藤 一顕  北田 哲郎

13 G0020330 稲城市テニス連盟 東京都 吉川 昇 加藤 一顕 6-3 6-2

G0007652 ダンロップ常盤平 千葉県 菅原 孝 吉川 昇  

14 G0017961 総武グリーンテニスクラブ 千葉県 近藤 秀憲 6-4 6-0 加藤 一顕

     吉川 昇

15    Bye 5 光武 誠 [7] w.o.

G0015667 高松ローンテニスクラブ 香川県 光武 誠 [7] 竹内 美史  

16 G0002054 南愛知テニスドーム 愛知県 竹内 美史  小堀 嘉朗 [3]

G0018379 パサニアテニスクラブ 茨城県 伊藤 達男 [8]  難波江 学

17 G0015467 神戸ローンテニスクラブ 兵庫県 池村 辰夫 伊藤 達男 [8] 6-4 6-7(1) [10-1]

    池村 辰夫  

18    Bye 6  太田 和彦

G0000164 成蹊テニス会 東京都 太田 和彦  川畑 俊英

19 G0001350 チームＴ・Ｋ 広島県 川畑 俊英 太田 和彦 6-4 6-3

    川畑 俊英  

20    Bye 11  小堀 嘉朗 [3]

     難波江 学

21    Bye 14 岡野 静夫 7-5 6-2

G0012531 松原テニスクラブ印西 千葉県 岡野 静夫 岡﨑 博志  

22 G0020338 千葉県シニアテニス連盟 千葉県 岡﨑 博志  小堀 嘉朗 [3]

     難波江 学

23    Bye 4 小堀 嘉朗 [3] 6-3 6-4

G0014545 チーム　Ｋ　ワールド 兵庫県 小堀 嘉朗 [3] 難波江 学  

24 G0001212 ＯＪＭ 兵庫県 難波江 学  小堀 嘉朗 [3]

G0015757 ウィンビレッジＴ．Ｃ 静岡県 樋口 好央 [5]  難波江 学

25 G0013585 福山ロイヤルテニスクラブ 広島県 橋本 富夫 樋口 好央 [5] 7-6(5) 2-0 Ret.

    橋本 富夫  

26    Bye 8  新見 利幸

G0018084

平城ニュータウンテニスク

ラブ 奈良県 新見 利幸  朝倉 伸行

27 G0000924

湘南ハンドレッドテニスク

ラブ 神奈川県 朝倉 伸行 新見 利幸 6-0 7-5

    朝倉 伸行  

28    Bye 10  松本 正一 [2]

     石田 享司

29    Bye 15 新美 進 6-4 6-3

G0000159 リバーサイドＴＣ 埼玉県 新美 進 金丸 金人  

30 G0024453 リバーサイドＴ・Ｃ 埼玉県 金丸 金人  松本 正一 [2]

     石田 享司

31    Bye 2 松本 正一 [2] 6-3 6-0

G0007827

ウェストグリーンテニスク

ラブ 千葉県 松本 正一 [2] 石田 享司  

32 G0015537 横浜スポーツマンクラブ 神奈川県 石田 享司  

    

   


