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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 G0014545 チーム　Ｋ　ワールド 兵庫県 小堀 嘉朗 [1]  

    小堀 嘉朗 [1]

2 G0000146

大島フラワーテニスガーデ

ン 神奈川県 松岡 和雄 6-1 6-2  

     小堀 嘉朗 [1]

3 G0020973 トップスライス 滋賀県 永瀬 卓夫  6-0 6-1

    副島 芳郎  

4 G0022490 木陽会 福岡県 副島 芳郎 6-0 4-6 6-4  

     石田 享司 [15]

5 G0020330 稲城市テニス連盟 東京都 吉川 昇  6-1 6-1

    吉川 昇  

6 G0009294 ワカヤマテニススクール 和歌山県 塩津 和朗 4-6 6-4 6-1  

     石田 享司 [15]

7 G0000993 屋島テニスクラブ 香川県 吉田 整司  6-3 6-1

    石田 享司 [15]  

8 G0015537 横浜スポーツマンクラブ 神奈川県 石田 享司 [15] 6-1 6-0  

     田中 千春

9 G0007286 東宝調布テニスクラブ 東京都 淵田 孝一 [9]  7-6(4) 6-2

    淵田 孝一 [9]  

10 G0024326 テニスプラザＹＡＯ 大阪府 川上 忠男 6-0 6-1  

     田中 千春

11 G0004124 チームＣＨＩＨＡＲＵ 広島県 田中 千春  6-4 6-1

    田中 千春  

12 G0021110 天王山倶楽部 兵庫県 大津 英明 7-5 6-1  

     田中 千春

13 G0018366 岡山ローンテニスクラブ 岡山県 佐々木 講治  3-6 6-0 6-2

    佐々木 講治  

14 G0016240 三菱重工　横浜 神奈川県 比原 幸夫 6-0 6-2  

     松本 正一

15 G0007827

ウェストグリーンテニスク

ラブ 千葉県 松本 正一  6-4 6-0

    松本 正一  

16 G0002054 南愛知テニスドーム 愛知県 竹内 美史 [8] 6-2 6-4  

     平岡 一高 [6]

17 G0022722 熊野ローンテニスクラブ 広島県 山下 政信  6-4 6-3

    橋本 富夫  

18 G0013585 福山ロイヤルテニスクラブ 広島県 橋本 富夫 6-4 6-2  

     橋本 富夫

19 G0009635 明治神宮外苑テニスクラブ 東京都 宮地 俊樹  6-2 6-0

    宮地 俊樹  

20 G0019360 ファミリーテニスクラブ 兵庫県 茶木 孝雄 6-2 6-1  

     上村 光廣

21 G0019010 マリンテニスパーク北村 大阪府 上村 光廣  2-6 7-6(3) 6-4

    上村 光廣  

22 G0012531 松原テニスクラブ印西 千葉県 岡野 静夫 2-6 7-6(5) 6-1  

     上村 光廣

23 G0022236 天王山倶楽部 兵庫県 白井 律男  6-4 1-6 6-4

    松居 正樹 [14]  

24 G0004108 岐阜ローンテニスクラブ 岐阜県 松居 正樹 [14] 4-6 6-3 6-2  

     平岡 一高 [6]

25 G0015667 高松ローンテニスクラブ 香川県 光武 誠 [10]  6-0 6-0

    光武 誠 [10]  

26 G0013580 晴海ローンＴＣ 広島県 水本 操 2-6 6-0 6-1  

     光武 誠 [10]

27 G0021704 京都フレンドテニスクラブ 京都府 浦野 俊也  7-6(4) 6-2

    上牧 勝彦  

28 G0018798 奈良国際テニスクラブ 奈良県 上牧 勝彦 1-6 6-1 6-1  

     平岡 一高 [6]

29 G0018701 埼玉県春日部市テニス協会 埼玉県 丸田 重人  w.o.

    入倉 博  

30 G0009916 テニスカレッジラフ 大分県 入倉 博 6-3 6-1  

     平岡 一高 [6]

31 G0000923

小田原ガーデンテニスクラ

ブ 神奈川県 岩本 良則  6-3 7-6(4)

    平岡 一高 [6]  

32 G0019683 松山ローンテニスクラブ 愛媛県 平岡 一高 [6] 6-0 6-0  



     平岡 一高 [6]

33 G0018665 京王テニスクラブ 東京都 浅井 有一郎 [7]  6-4 6-1

    浅井 有一郎 [7]  

34 G0016455 チームオクヤマ 神奈川県 西井 儀一 6-2 6-1  

     浅井 有一郎 [7]

35 G0018614 ローランギャロ 香川県 松下 博美  7-6(4) 6-1

    林 正一  

36 G0020391 ＢＩＷＡ　ＴＣ 滋賀県 林 正一 7-6(4) 7-6(6)  

     北田 哲郎 [12]

37 G0000159 リバーサイドＴＣ 埼玉県 新美 進  6-4 6-2

    伊村 邦夫  

38 G0008109 京都フレンドテニスクラブ 京都府 伊村 邦夫 6-4 6-2  

     北田 哲郎 [12]

39 G0020461 横浜ガーデンテニスクラブ 神奈川県 北川 彰  6-2 6-3

    北田 哲郎 [12]  

40 G0022271 サンランドロイヤルＴＣ 兵庫県 北田 哲郎 [12] 6-3 4-6 6-2  

     江原 良一 [3]

41 G0000924

湘南ハンドレッドテニスク

ラブ 神奈川県 朝倉 伸行 [13]  6-3 6-3

    朝倉 伸行 [13]  

42 G0017691 ちーむＢ 広島県 田中 和男 6-1 6-0  

     朝倉 伸行 [13]

43 G0023071 名古屋ローンテニス倶楽部 愛知県 中川 鋭彦  6-7(5) 6-1 6-3

    中川 鋭彦  

44 G0011314 奈良国際テニスクラブ 奈良県 伊藤 昇 6-2 6-1  

     江原 良一 [3]

45 G0021542 クラレスポーツプラザ宝塚 兵庫県 浦谷 宏  6-1 6-1

    近藤 秀憲  

46 G0017961 総武グリーンテニスクラブ 千葉県 近藤 秀憲 4-6 6-4 6-1  

     江原 良一 [3]

47 G0000164 成蹊テニス会 東京都 太田 和彦  6-1 6-1

    江原 良一 [3]  

48 G0017249 岡山ローンテニスクラブ 岡山県 江原 良一 [3] 7-5 6-0  

     江原 良一 [3]

49 G0020616 三菱電機・丸亀 香川県 若林 庄司 [5]  3-6 6-0 6-3

    若林 庄司 [5]  

50 G0023498 三菱電機神戸 兵庫県 植田 哲 6-3 6-1  

     振角 俊一

51 G0016025 長崎県庁テニスクラブ 長崎県 振角 俊一  6-3 6-4

    振角 俊一  

52 G0019433 舞鶴ローンテニスクラブ 京都府 江宮 文夫 6-2 6-0  

     振角 俊一

53 G0016968 まほろばＴ－ｓｃｈ 奈良県 松岡 修  6-3 6-0

    樋口 好央  

54 G0015757 ウィンビレッジＴ．Ｃ 静岡県 樋口 好央 6-1 6-1  

     樋口 好央

55 G0020457 オレンジヒルテニスクラブ 神奈川県 前田 春雄  2-6 7-6(3) 1-1 Ret.

    園山 尋三 [11]  

56 G0019082 パシフィック 愛知県 園山 尋三 [11] 6-1 6-2  

     振角 俊一

57 G0017400 ＣＴＡ個人会員 千葉県 堀川 道夫 [16]  6-1 1-6 6-1

    堀川 道夫 [16]  

58 G0019609 瀬戸スポーツクラブ 岡山県 楢原 靜人 6-1 6-4  

     川上 啓二

59 G0024158 ファミリーテニスクラブ 兵庫県 川上 啓二  6-3 6-2

    川上 啓二  

60 G0020637 善福寺公園テニスクラブ 東京都 田中 正二 6-0 6-4  

     内海 正雄 [2]

61 G0021986 浜寺テニスクラブ 大阪府 長畑 修  6-2 6-2

    長畑 修  

62 G0020656

カトレヤテニスガーデン鴻

巣 埼玉県 渋川 清 6-2 7-6(2)  

     内海 正雄 [2]

63 G0001850

サンランドロイヤルテニス

クラブ 兵庫県 若山 晴洋  6-0 6-1

    内海 正雄 [2]  

64 G0007244 横浜スポーツマンクラブ 神奈川県 内海 正雄 [2] 6-4 6-0

    

   


