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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 G0020672 千葉田園テニスクラブ 千葉県 小野 隆夫 [1]  

    小野 隆夫 [1]

2    Bye 1   

     小野 隆夫 [1]

3 G0018540 阪急仁川テニスクラブ 兵庫県 早田 平  6-3 6-0

    中川 洋三  

4 G0015601

鎌倉宮カントリーテニスクラ

ブ 神奈川県 中川 洋三 6-2 7-6(1)  

     小野 隆夫 [1]

5 G0024631 岡山ローンテニスクラブ 岡山県 三村 晃大  6-2 6-0

    三村 晃大  

6 G0017681 姫路ローンテニスクラブ 兵庫県 能美 邦昌 6-1 6-1  

     鈴木 孝平 [14]

7    Bye 15  6-3 6-7(6) [12-10]

    鈴木 孝平 [14]  

8 G0019935

大正セントラルテニスクラブ

目白 東京都 鈴木 孝平 [14]   

     阿部 欽亮 [7]

9 G0013059 西条ロイヤルテニスクラブ 広島県 古土井 悠 [12]  7-5 1-6 [10-8]

    古土井 悠 [12]  

10    Bye 9   

     古土井 悠 [12]

11 G0015355 南愛知テニスドーム 愛知県 岡戸 昌紀  7-6(4) 0-6 [11-9]

    鍵山 彰男  

12 G0012620 石神井ローンテニスクラブ 東京都 鍵山 彰男 w.o.  

     阿部 欽亮 [7]

13 G0016965 芝谷中学ＰＴＡテニスクラブ 大阪府 椿井 靖雄  6-1 6-1

    丹治 建三郎  

14 G0001449 ＪＦＥスチール倉敷 岡山県 丹治 建三郎 6-2 6-4  

     阿部 欽亮 [7]

15    Bye 7  6-2 6-0

    阿部 欽亮 [7]  

16 G0001517

サンランドロイヤルテニスク

ラブ 兵庫県 阿部 欽亮 [7]   

     阿部 欽亮 [7]

17 G0014182 池田テニスクラブ 大阪府 加山 仁 [3]  6-2 6-2

    加山 仁 [3]  

18    Bye 3   

     加山 仁 [3]

19 G0023914 岩国ラブシニアＴＣ 山口県 岩崎 博  7-5 6-7(4) [10-7]

    岩崎 博  

20 G0001866 阪急仁川テニスクラブ 兵庫県 江藤 宏 4-6 6-1 [10-3]  

     加山 仁 [3]

21 G0014050 横浜ガーデンテニスクラブ 神奈川県 石川 隆一  6-1 6-3

    深見 栄司  

22 G0008678 明治神宮外苑テニスクラブ 東京都 深見 栄司 w.o.  

     深見 栄司

23 G0007014

セントマリアホスピタルテニ

スクラブ 千葉県 太田 不二雄  6-2 6-2

    冨山 忠男 [16]  

24 G0019893 三菱電機神戸 兵庫県 冨山 忠男 [16] 6-3 6-2  

     加山 仁 [3]

25 G0012901 奈良国際テニスクラブ 奈良県 坂下 菊男 [10]  6-3 6-2

    坂下 菊男 [10]  

26    Bye 11   

     坂下 菊男 [10]

27 G0000102 ＷＴＣ 神奈川県 林 俊明  6-3 6-1

    林 俊明  

28 G0014460 上本テニススクール 広島県 檀之上 博行 6-4 6-2  

     新間 和明

29 G0001439 岡山ローンテニスクラブ 岡山県 横井 雄二  7-5 6-7(5) [10-6]

    新間 和明  

30 G0025132 城北グリーンテニスクラブ 兵庫県 新間 和明 6-2 6-1  

     新間 和明

31    Bye 5  w.o.

    大西 昭治 [8]  

32 G0016986 上尾セントラルテニスクラブ 埼玉県 大西 昭治 [8]   



     阿部 欽亮 [7]

33 G0012715 イーストテニスクラブ 大阪府 北尾 善明 [5]  6-2 6-2

    北尾 善明 [5]  

34    Bye 6   

     須賀 賢司

35 G0019536 千葉県シニアテニスクラブ 千葉県 鞘脇 正明  6-4 6-1

    須賀 賢司  

36 G0015672 名細テニスクラブ 埼玉県 須賀 賢司 6-3 4-6 [11-9]  

     須賀 賢司

37 G0017525 いのうえテニスガーデン 山口県 牛見 義信  6-4 6-3

    吉岡 伸敏  

38 G0017877 甲子園テニスクラブ 兵庫県 吉岡 伸敏 7-6(4) 6-3  

     佐藤 三郎 [11]

39    Bye 12  6-4 6-1

    佐藤 三郎 [11]  

40 G0013048 とうかい 愛知県 佐藤 三郎 [11]   

     森川 健一郎 [4]

41 G0019623 芦屋シーサイドテニス 兵庫県 常次 正和 [15]  6-4 6-4

    常次 正和 [15]  

42    Bye 14   

     常次 正和 [15]

43 G0006788 小平テニス倶楽部 東京都 森谷 直之  6-2 6-3

    森谷 直之  

44 G0023258 倉敷Ｌ．Ｔ．Ｃ． 岡山県 太田 傀一 1-6 6-1 [10-3]  

     森川 健一郎 [4]

45 G0016344 天王山テニス倶楽部 兵庫県 明石 俊治  6-1 7-6(2)

    明石 俊治  

46 G0015713 オレンジヒルテニスクラブ 神奈川県 小泉 治宣 6-0 6-0  

     森川 健一郎 [4]

47    Bye 4  0-6 6-1 [10-5]

    森川 健一郎 [4]  

48 G0015050 ローランギャロ 香川県 森川 健一郎 [4]   

     山口 建暉 [2]

49 G0016404 モリオトテニスクラブ 愛媛県 吉田 滋 [6]  7-6(4) 3-6 [10-4]

    吉田 滋 [6]  

50    Bye 8   

     吉田 滋 [6]

51 G0018982 ＦＡＢ 兵庫県 後藤 和正  5-7 6-0 [13-11]

    柳川 嘉夫  

52 G0011013 昭和の森テニスセンター 東京都 柳川 嘉夫 6-4 6-3  

     佐竹 秀一 [9]

53 G0015535 宝塚パブリックＬＴＣ 兵庫県 長澤 洋三  0-0 Ret.

    長澤 洋三  

54 G0018074 西の丘ローンテニスクラブ 京都府 佐々木 義治 6-3 6-2  

     佐竹 秀一 [9]

55    Bye 10  6-4 6-2

    佐竹 秀一 [9]  

56 G0001954 草津ラケットクラブ 滋賀県 佐竹 秀一 [9]   

     山口 建暉 [2]

57 G0017625 ＳＫＹＴＯＮ 千葉県 山田 稔 [13]  6-1 6-3

    山田 稔 [13]  

58    Bye 16   

     山田 稔 [13]

59 G0009512 ｅｃｏｌｅ－ｆ 兵庫県 福永 修  7-5 6-2

    福永 修  

60 G0002828 成城スクエアテニスクラブ 東京都 清水 道夫 w.o.  

     山口 建暉 [2]

61 G0001461 三菱ガス化学水島工場 岡山県 吉国 修平  6-1 6-1

    吉国 修平  

62 G0018647 オレンジヒルテニスクラブ 神奈川県 瀬戸 弘 w.o.  

     山口 建暉 [2]

63    Bye 2  6-4 6-0

    山口 建暉 [2]  

64 G0018104 熊野ローンテニスクラブ 広島県 山口 建暉 [2]  

    

   


