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

    

1 G0000073 石神井ローンテニスクラブ 東京都 飯島 捷語 [1]  

    飯島 捷語 [1]

2    Bye 1   

     飯島 捷語 [1]

3 G0012257 野洲テニスクラブ 滋賀県 寺川 浩史  6-2 7-6(1)

    寺川 浩史  

4 G0017296 京都フレンドテニスクラブ 京都府 里深 信行 6-0 6-0  

     飯島 捷語 [1]

5 G0024143 愛宕テニスクラブ 東京都 門倉 貞夫  6-2 6-1

    堀 吉弘  

6 G0013687 倉敷ローンテニスクラブ 岡山県 堀 吉弘 w.o.  

     石田 正彦 [6]

7    Bye 7  7-6(5) 6-1

    石田 正彦 [6]  

8 G0020552 貝塚市テニス連盟 大阪府 石田 正彦 [6]   

     静 敬太郎 [3]

9 G0001225

芦屋国際ローンテニスクラ

ブ 兵庫県 静 敬太郎 [3]  1-6 7-5 [10-5]

    静 敬太郎 [3]  

10    Bye 3   

     静 敬太郎 [3]

11 G0012008 チーム・スズカ 三重県 山中 博  6-2 6-3

    菅谷 文雄  

12 G0023636 愛宕テニスクラブ 東京都 菅谷 文雄 6-0 6-2  

     静 敬太郎 [3]

13 G0021482 高松ローンテニスクラブ 東京都 山田 俊彦  6-4 6-2

    山田 俊彦  

14 G0005421

ノア・インドアステージ広

島西 広島県 高田 弘 6-3 6-4  

     松島 巖 [7]

15    Bye 5  6-4 5-7 [10-5]

    松島 巖 [7]  

16 G0020373 名古屋ローンテニス倶楽部 愛知県 松島 巖 [7]   

     静 敬太郎 [3]

17 G0001486 庭仁貴知テニスクラブ 兵庫県 松井 成男 [5]  6-7(2) 6-4 [12-10]

    松井 成男 [5]  

18    Bye 6   

     小松 伸哉

19 G0016655 ウェルＲＣ 東京都 小松 伸哉  6-2 6-4

    小松 伸哉  

20 G0002523 田川テニスクラブ 福岡県 安陪 亨 w.o.  

     矢野 良市 [4]

21 G0024052 庭球三田会 東京都 伊藤 良一  6-3 4-6 [10-5]

    漆川 芳國  

22 G0009461 産総研 茨城県 漆川 芳國 6-3 6-2  

     矢野 良市 [4]

23    Bye 4  3-6 Ret.

    矢野 良市 [4]  

24 G0017191

岩国ファミリーテニスクラ

ブ 山口県 矢野 良市 [4]   

     奥村 光弘 [2]

25 G0013676

名古屋グリーンテニスクラ

ブ 愛知県 近藤 健 [8]  6-2 6-4

    近藤 健 [8]  

26 G0009586 ＪＡＥＡ 福井県 竹下 徳人 6-0 6-2  

     大﨑 一雄

27 G0018730 大津テニスクラブ 滋賀県 森 耕作  6-4 4-6 [10-5]

    大﨑 一雄  

28 G0008777 天王山倶楽部 兵庫県 大﨑 一雄 6-0 6-1  

     奥村 光弘 [2]

29  備北硬式テニス 岡山県 大久保 厚則  4-6 6-4 [10-8]

    嘉納 和彦  

30 G0021045 明治神宮外苑テニスクラブ 東京都 嘉納 和彦 6-3 6-3  

     奥村 光弘 [2]

31    Bye 2  w.o.

    奥村 光弘 [2]  

32 G0011304 歌浦テニスクラブ 広島県 奥村 光弘 [2]  

    

   


