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1 G0021579  57 テニスユニバース 東京都 佐藤 陽介 [1]  

      佐藤 陽介 [1] 

2 G0021629   UTC 沖縄県 前田 耕平 1-6 6-2 [10-3]   

       富永 健司 

3   サザンストーン 沖縄県 屋冨祖 徳充  6-1 6-1  

      富永 健司  

4 G0021463  88 チームSTEP 沖縄県 富永 健司 6-2 6-0  
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1 G0018425 42 こども音育ひろばリトモ 沖縄県 山里 徳郎 [1]  

     山里 徳郎 [1] 

2     Bye 1   

      山里 徳郎 [1] 

3 G0022218  ウエストヒルズクラブ 石川県 野々山 宗成  6-3 6-1  
     野々山 宗成  

4 G0020650 183 CLUBでんぷく 沖縄県 比嘉 福也 6-4 6-2   

      山里 徳郎 [1] 

5     Bye 3  6-1 6-4  
     白澤 克年  

6  UTC 沖縄県 白澤 克年   

      西﨑 友宏 [2] 

7     Bye 2  3-6 6-4 [10-7]  

     西﨑 友宏 [2]  

8 G0022112 172 スマイル 岡山県 西﨑 友宏 [2]  
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1 G0020333 33 あわっこくらぶ 神奈川県 中村 純平 [1]  

     中村 純平 [1] 

2     Bye 1   
      高鍋 貴行 

3  STS 沖縄県 Popov Stoyan  6-2 6-4  
     高鍋 貴行  

4 G0020562 97 サンランドロイヤルTC 東京・兵庫 高鍋 貴行 6-1 6-1   

      小林 文祐 [3] 

5 G0017650 47 高井戸ダイヤモンドT.C 東京都 小林 文祐 [3]  7-6(3) 7-6(4)  

     小林 文祐 [3]  

6  TCμ 沖縄県 伊藤 康浩 6-0 6-0   

      小林 文祐 [3] 

7 G0021033 92  筑紫野ローンTC  福岡県  川口  弘嗣  6-2 6-1  
     喜納 金明  

8  CLUBでんぷく 沖縄県 喜納 金明 w.o.  

      小林 文祐 [3] 

9  TCμ 沖縄県 伊礼 直樹  6-1 6-2  
     大久保 洋  

10  北谷スポーツセンター 沖縄県 大久保 洋 6-0 6-0   
      大西 敬吾 

11 G0019404 400 S.T.K 沖縄県 大西 敬吾  6-3 6-1  
     大西 敬吾  

12 G0020389 78 あわっこくらぶ 神奈川県 宮本 昭雄 [4] 4-6 6-4 [10-8]   

      古永 浩祥 [2] 

13  
ﾌｧﾝﾌｧﾝﾄﾞﾙﾌｨﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
沖縄 沖縄県 西中 義明  6-3 5-7 [12-10]  

     梅川 和哉  
14 G0013095 432 あわっこくらぶ 神奈川県 梅川 和哉 w.o.  

      古永 浩祥 [2] 

15     Bye 2  6-4 2-6 [12-10]  

     古永 浩祥 [2]  

16 G0017268 45 小平テニス倶楽部 東京都 古永 浩祥 [2]  
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G0020389 58 あわっこくらぶ 神奈川県 宮本 昭雄 [1]

1 G0013095 34 あわっこくらぶ 神奈川県 梅川 和哉 宮本 昭雄 [1] 

     梅川 和哉 

2     Bye 1  宮本 昭雄 [1] 

G0019404 167 S.T.K 沖縄県 大西 敬吾  梅川 和哉 

3  フリー 沖縄県 田中 健太郎 大西 敬吾 6-7(3) 6-2 [14-12]  

G0017268 49 小平テニス倶楽部 東京都 古永 浩祥 田中 健太郎  
4 G0012131 282 KDDI 東京都 秋山 太郎 4-6 7-6(5) [10-6]  中村 純平 [2] 

118 漫友会 沖縄県 渡慶次 勝次  小林 文祐 

5  チームわくがわ 沖縄県 湧川 重智 渡慶次 勝次 6-4 7-6(13)  

 とくいち 沖縄県 又吉 弘 湧川 重智  
6  とくいち 沖縄県 名城 康昌 6-1 6-0  中村 純平 [2] 

      小林 文祐 

7     Bye 2 中村 純平 [2] 6-3 6-3  

G0020333 68 あわっこくらぶ 神奈川県 中村 純平 [2] 小林 文祐  

8 G0017650 61 高井戸ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞT.C 東京都 小林 文祐  

WD
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1 G14768 11 J'sons 広島県 青山 裕 [1]  

     青山 裕 [1] 

2 G0020706 452 大正セントラルテニスクラブ目白 東京都 白田 俊夫 w.o.  
      大野 謙 

3 G16542 411 Eldo.ra.do 兵庫県 熊澤 方宏  2-6 6-1 [10-5]  
     大野 謙  

4  東京ローンテニスクラブ 東京都 大野 謙 w.o.  
G05106 77 明治神宮外苑テニスクラブ 東京都 御代 元 [5]  大野 謙 

5 G0019912 63  水戸グリーンテニスクラブ  茨城県  中川 宏彰 [4]  6-4 6-2  
     片山 利之  

6 G0005602 116 レスポートサックスジャパン 東京都 片山 利之 7-5 7-6(3)   
      今野 辰二郎 

7 G0020591 81 HONDA TC 栃木県 今野 辰二郎  6-4 4-1 Ret. 

    Bye 今野 辰二郎  
8 G05106 77  明治神宮外苑テニスクラブ  東京都  御代  元   

     大野 謙 

9 G0016732 121  スマイル  岡山県  藤本  知生  6-4 6-4  

     仲宗根 学  
10  世田谷テニスクラブ 東京都 仲宗根 学 w.o.  

      矢野 克彦 [3] 

11 G0022220  小平テニス倶楽部 東京都 ダミアン ドーム  5-2 Ret. 

     矢野 克彦 [3]  

12 G0015948 49 横浜ガーデンテニスクラブ 神奈川県 矢野 克彦 [3] 6-0 6-0   

      矢野 克彦 [3] 

13 G0021694 148 スポーツラーニング 東京都 吉田 孝之  6-4 3-6 [10-7]  

     榎 晃宏  
14 G0017607 339 泉パークタウンテニスクラブ 宮城県 榎 晃宏 6-2 4-0 Ret.  

      福母 祐二 [2] 

15  A's FACTORY 沖縄県 井藤 善夫  6-0 6-2  

     福母 祐二 [2]  

16 G0020921 42 チームZERO９ 佐賀県 福母 祐二 [2] 6-0 6-1  

※第４シード中川選手欠場のため、トーナメント規定により次点の御代選手をドロー番号５へ移動
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 東京ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 東京都 大野 謙 [1]

1 G05106 15 明治神宮外苑ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 東京都 御代 元 大野 謙 [1] 

G22045 288 漫友会 沖縄県 前仲 清浩 御代 元 

2 G0005602 168 ﾚｽﾎﾟｰﾄｻｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 東京都 片山 利之 6-1 6-4  大野 謙 [1] 

 世田谷テニスクラブ 東京都 仲宗根 学  御代 元 

3  team Miami  具志川 隆 熊澤 方宏 6-2 7-6(2)  

G16542 57 Eldo.ra.do 兵庫県 熊澤 方宏 矢野 克彦  

4 G0015948 62 横浜ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 神奈川県 矢野 克彦 6-1 2-6 [10-4]  

WD

WD
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1 G0002872 6 飯能優球人 埼玉県 土橋 直樹 [1]  

     土橋 直樹 [1] 

2     Bye 1   

      土橋 直樹 [1] 

3  北谷SC 沖縄県 シシコフ ヤボル  6-0 6-0  
    Bye シシコフ ヤボル  

4 G0021828 247  長住テニスクラブ  福岡県  松永  俊哉   

      土橋 直樹 [1] 

5     Bye 9  6-1 6-4  
    町田 直樹  

6  コナミスポーツクラブ 東京都 町田 直樹   

      浅野 哲 [8] 

7     Bye 7  6-0 6-0  

     浅野 哲 [8]  

8 G0016690 182 パサニアテニスクラブ 茨城県 浅野 哲 [8]   

      土橋 直樹 [1] 

9 G0014524 75 スマイル 岡山県 大倉 康典 [3]  7-6(7) 6-0  

     大倉 康典 [3]  

10     Bye 3   

      大倉 康典 [3] 

11  紙谷工務店 大阪府 安富 浩  6-0 6-1  
     安富 浩  

12     Bye 13   

      大倉 康典 [3] 

13     Bye 12  6-1 6-3  
     下地 敏彦  

14  沖縄工業高校 沖縄県 下地 敏彦   

      古屋 徳郎 [5] 

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

     古屋 徳郎 [5]  

16 G0016695 101 大正セントラルTC目白 東京都 古屋 徳郎 [5]   

      土橋 直樹 [1] 

17 G0014984 102 
明治神宮外苑テニスク

ラブ 東京都 牧野 寛 [6]  w.o. 

     牧野 寛 [6]  

18     Bye 6   

      牧野 寛 [6] 

19 G0021782 399 甲子園テニスクラブ 兵庫県 民野 哲男  6-1 6-6 Ret. 
     民野 哲男  

20     Bye 11   
      島袋 直樹 

21     Bye 14  6-0 6-1  
     島袋 直樹  

22  STEP 沖縄県 島袋 直樹   
      島袋 直樹 

23     Bye 4  6-0 6-0  

G0021828 247 長住テニスクラブ 福岡県 松永 俊哉 [ 9] 松永 俊哉 [9]  

24 G0021080 84  みんなのテニス  埼玉県  丸山 一隆 [4]   

      川嶋 雅裕 [2] 

25 G15765 152 紙谷工務店 大阪府 紙谷 和夫 [7]  1-6 6-3 [10-4]  

     紙谷 和夫 [7]  
26     Bye 8   

      河田 直 

27 G0021890 428 
ダイヤモンドテニスク

ラブ学園前 奈良県 河田 直  6-1 6-4  
     河田 直  

28     Bye 10   

      川嶋 雅裕 [2] 

29 G0021949 347 港区テニス連盟 東京都 鈴木 徹  w.o. 
     上江洌 学  

30  TCμ 沖縄県 上江洌 学 6-1 6-3   

      川嶋 雅裕 [2] 

31     Bye 2  6-2 6-1  

     川嶋 雅裕 [2]  

32 G005089 42 
新松戸グリーンテニス

クラブ 千葉県 川嶋 雅裕 [2]  
※第４シード丸山選手欠場のため、トーナメント規定により第９シードの松永選手をドロー番号２４へ移動
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G0002872 22 飯能優球人 埼玉県 土橋 直樹 [1]

1  STEP 沖縄県 島袋 直樹 土橋 直樹 [1] 

     島袋 直樹 

2     Bye 1  土橋 直樹 [1] 

 チームK 沖縄県 嘉数 好規  島袋 直樹 

3  フリー 沖縄県 大村 浩三 嘉数 好規 6-4 6-0  
 紙谷工務店 大阪府 安富 浩 大村 浩三  

4 G15765  紙谷工務店 大阪府 紙谷 和夫 6-1 7-5  土橋 直樹 [1] 

      島袋 直樹 

5     Bye 3 下地 敏彦 6-4 6-2  
 沖縄工業高校 沖縄県 下地 敏彦 鈴木 徹  

6 G0021949  港区テニス連盟 東京都 鈴木 徹  大倉 康典 [2] 

      町田 直樹 

7     Bye 2 大倉 康典 [2] 7-6(7) 1-6 [13-11]  

G0014524 65 スマイル 岡山県 大倉 康典 [2] 町田 直樹  

8  ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 東京都 町田 直樹  
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1 G0009185 27 オレンジヒルテニスクラブ 神奈川県 髙橋 裕昭 [1]  

     髙橋 裕昭 [1] 

2     Bye 1   

      髙橋 裕昭 [1] 

3  フリー 沖縄県 港川 實津吉  6-1 6-2  
     港川 實津吉  

4 G19198  Fun to Tennis 茨城県 天野 新一 6-4 6-3   

      髙橋 裕昭 [1] 

5 G0008897 87 松原テニスクラブ印西 千葉県 足立 正和 [4]  6-4 6-1  

     足立 正和 [4]  
6     Bye 3   

      古田 佳史 
7 G0021100  ヴィテン（V10） 石川県 林 順一  7-6(5) 0-6 [10-8]  

     古田 佳史  
8 G0021575 310 TAG GROUP 京都府 古田 佳史 6-1 6-2   

      髙橋 裕昭 [1] 

9  Hobo ITC 沖縄県 及川 卓郎  6-2 7-5  
    及川 卓郎  

10  fitﾌｧﾐﾘｰｲﾝﾄﾞｱ　　　　　ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 新潟県 伊藤 実 6-1 6-0   

      横井 誠 [3] 

11     Bye 4  6-1 6-1  

     横井 誠 [3]  

12 G0012059 84 明治神宮外苑テニスクラブ 東京都 横井 誠 [3]   

      横井 誠 [3] 

13 G0018236 177 Y.S.C 神奈川県 東 和裕  6-2 6-2  
     東 和裕  

14 G0020431 219 フソウテニスクラブ 茨城県 栗山 雅昭 6-3 6-3   

      山下 吉信 [2] 

15     Bye 2  6-0 6-1  

     山下 吉信 [2]  

16 G0015981 46 イースタンテニスクラブ 千葉県 山下 吉信 [2]  
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G0008897 166 松原テニスクラブ印西 千葉県 足立 正和 [1]

1 G0009185 38 オレンジヒルテニスクラブ 神奈川県 髙橋 裕昭 足立 正和 [1] 

 fitﾌｧﾐﾘｰｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｽｸｰﾙ 新潟県 伊藤 実 髙橋 裕昭 

2 G19198  Fun to Tennis 茨城県 天野 新一 6-0 6-3  足立 正和 [1] 

G0018236 281 Y.S.C 神奈川県 東 和裕  髙橋 裕昭 

3 G0012059 202 明治神宮外苑テニスクラブ 東京都 横井 誠 東 和裕 6-4 7-6(5)  
 毎日テニスクラブ 沖縄県 上原 允 横井 誠  

4  天羽マリーンテニスクラブ 千葉県 藤江 芳昭 6-1 6-1  
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1 G16025 3 長崎県庁テニスクラブ 長崎県 振角 俊一 [1]  

     振角 俊一 [1] 

2     Bye 1   

      振角 俊一 [1] 

3  軟友会 沖縄県 細川 邦昭  6-0 6-0  
     富永 茂晴  

4 G0016570 217 長住テニスクラブ 福岡県 富永 茂晴 7-6(6) 6-3   

      振角 俊一 [1] 

5 G0020347 246 
Y.S.C（横浜スポーツマン

クラブ） 神奈川県 大野 邦生  6-2 6-1  
     三科 秀海  

6  神宮テニスクラブ 東京都 三科 秀海 6-3 7-6(1)   

      茶木 孝雄 [6] 

7     Bye 7  4-6 2-0 Ret. 

     茶木 孝雄 [6]  

8 G0019360 135 
サンランドロイヤルテニス

クラブ 兵庫県 茶木 孝雄 [6]   

      振角 俊一 [1] 

9 G0000738 81 夢見ヶ崎LTC 神奈川県 島田 俊夫 [3]  6-0 6-1  

     島田 俊夫 [3]  

10     Bye 3   

      島田 俊夫 [3] 

11 G0017504 371 チームS.E.N 石川県 上野 章  6-2 6-3  
     上野 章  

12 G18239 420 東京ローンテニスクラブ 東京都 松平 永治 6-1 6-3   

     矢野 マサヒロ [5] 

13  湘南ファミリーT/C 神奈川県 添田 功  7-6(4) 7-5  
    慶田 喜則  

14  BCテニスクラブ 沖縄県 慶田 喜則 6-3 6-4   

      矢野 マサヒロ [5] 

15     Bye 5  6-0 6-4  

     矢野 マサヒロ [5]  

16 G0012383 120 小平テニスクラブ 東京都 矢野 マサヒロ [5]   

      堀田 義男 [2] 

17 G06506 204 新座ローンテニスクラブ 埼玉県 岩附 勝 [7]  6-7(7) 6-4 [10-6]  

     岩附 勝 [7]  

18     Bye 6   

      岩附 勝 [7] 

19  シーガイア 宮崎県 川越 清孝  6-1 6-3  
     吉田 恭治  

20  武蔵野ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 東京都 吉田 恭治 6-7 6-3 [10-3]   

      若山 晴洋 [4] 

21 G00065247 473 エバーグリーン 神奈川県 吉崎 邦高  6-4 6-1  
     吉崎 邦高  

22  木漫T・C 沖縄県 具志堅 恵治 6-4 6-3   

      若山 晴洋 [4] 

23     Bye 4  7-5 6-1  

     若山 晴洋 [4]  

24 G0001850 89 
サンランドロイヤルテニス

クラブ 兵庫県 若山 晴洋 [4]   

      堀田 義男 [2] 

25 G0016379 208 チーム・オクヤマ 神奈川県 朽木 重徳 [8]  6-0 6-0  

     朽木 重徳 [8]  
26     Bye 8   

      鈴木 文男 
27 G0017982 302 A.A.A 兵庫県 浦野 英一  3-6 6-4 [10-4]  

     鈴木 文男  
28 G0021429 210 長住テニスクラブ 福岡県 鈴木 文男 6-3 6-3   

      堀田 義男 [2] 

29 G0021835 589 S-FIN 大阪府 辻本 督  6-0 6-1  
     辻本 督  

30  ハロースポーツ 京都府 岡野 美臣 6-1 6-0   

      堀田 義男 [2] 

31     Bye 2  6-0 6-0  

     堀田 義男 [2]  

32 G11542 12 東京ローンテニスクラブ 東京都 堀田 義男 [2]  
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G16025 12 長崎県庁テニスクラブ 長崎県 振角 俊一 [1] 

1 G0012383 36 小平テニスクラブ 東京都 矢野 マサヒロ 振角 俊一 [1] 

     矢野 マサヒロ 

2     Bye 1  振角 俊一 [1] 

 フリー 沖縄県 小坂 健三  矢野 マサヒロ 

3  ABCテニスクラブ 熊本県 野口 保禮 古川 道夫 6-0 6-0  
 湘南ファミリーT/C 神奈川県 古川 道夫 浜田 正一  

4  湘南ファミリーT/C 神奈川県 浜田 正一 6-2 7-5  振角 俊一 [1] 

G0020347 334 Y.S.C（横浜ｽﾎﾟｰﾂﾏﾝｸﾗﾌﾞ） 神奈川県 大野 邦生 [4]  矢野 マサヒロ 

5 G0017221 106 夢見ヶ崎ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 神奈川県 椎橋 豊 大野 邦生 [4] 6-1 6-2  

     椎橋 豊  

6     Bye 3  大野 邦生 [4] 

 ハロースポーツ 京都府 岡野 美臣  椎橋 豊 

7  ビワTC 滋賀県 柏本 登 岡野 美臣 6-0 6-1  
     柏本 登  

8     Bye 5  振角 俊一 [1] 

      矢野 マサヒロ 

9     Bye 6 村松 秀紀 w.o. 
G7789 150 湘南ファミリーT/C 神奈川県 村松 秀紀 添田 功  

10  湘南ファミリーT/C 神奈川県 添田 功  村松 秀紀 
      添田 功 

11     Bye 4 富永 茂晴 [3] 3-6 6-3 [10-7]  

G0016570 145 長住テニスクラブ 福岡県 富永 茂晴 [3] 鈴木 文男  

12 G0021429 145 長住テニスクラブ 福岡県 鈴木 文男  山科 律 [2] 

 神宮テニスクラブ 東京都 三科 秀海  笠原 良一 

13  武蔵野ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 東京都 吉田 恭治 上原 博行 6-4 6-3  
 サンデーズ 沖縄県 上原 博行 具志堅 恵治  

14  木漫T・C 沖縄県 具志堅 恵治 w.o. 山科 律 [2] 

      笠原 良一 

15     Bye 2 山科 律 [2] 6-0 6-0  

G15736 97 湘南ファミリーT/C 神奈川県 山科 律 [2] 笠原 良一  

16 G19605 141 湘南ファミリーT/C 神奈川県 笠原 良一  
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1 G13744 13 長住テニスクラブ 福岡県 園井 浩二 [1]  

     園井 浩二 [1] 

2     Bye 1   

     Bye  園井 浩二 [1] 

3 G13961 63  湘南ファミリーT/C  神奈川県  石嶋  紘一  6-1 6-0  
     越智 信夫  

4 G0022066 399 オムロン草津 滋賀県 越智 信夫   

G13961 63 湘南ファミリーT/C 神奈川県 石嶋 紘一[5]  園井 浩二 [1] 

5 G07014 61  セントマリアホスピタルT.C  千葉県  太田 不二雄 [4]  6-4 6-3  
     石川 隆一  

6 14050 72 横浜ガーデンTC 神奈川県 石川 隆一 6-3 6-3   
      石川 隆一 

7 G0021170 321 芦屋シーサイドテニスクラブ 兵庫県 高橋 誠  6-2 6-1  
     冬木 嘉平次  

8 G0014929 117 国立競技場霞ヶ丘庭球場 東京都 冬木 嘉平次 3-6 6-3 [10-5]   

      園井 浩二 [1] 

9 3255 186 立川グリーンテニスクラブ 東京都 髙橋 昭  6-2 6-2  
     髙橋 昭  

10 G0001453 223 パブリックテニスイングランド 滋賀県 別宮 敏朗 3-6 6-4 [10-6]   

      落合 康容 [3] 

11     Bye 4  6-0 6-2  

     落合 康容 [3]  

12 G0018645 47 相模原ねんりんテニスクラブ 神奈川県 落合 康容 [3]   

      平井 昭司 [2] 

13  那覇ローンテニスクラブ 沖縄県 渡嘉敷 義浩  w.o. 
     渡嘉敷 義浩  

14 G0013764 128  千代テニスクラブ  静岡県  安本  良雄 w.o.  

      平井 昭司 [2] 

15     Bye 2  6-1 6-3  

     平井 昭司 [2]  

16 G0000393 40 田園テニスクラブ 東京都 平井 昭司 [2]  
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G14893 13 鷹乃台テニスクラブ 千葉県 衛藤 寛 [1]

1 G0016156 46 東宝調布テニスクラブ 東京都 長井 信 衛藤 寛 [1] 

 湘南ファミリーT/C 神奈川県 永島 一雄 長井 信 

2 13961  湘南ファミリーT/C 神奈川県 石嶋 紘一 6-0 6-3  衛藤 寛 [1] 

G0018944 67  とつかテニスクラブ  神奈川県  井上 雅幾  長井 信 

3 G0016188 120  ﾙﾈｯｻﾝｽ￥鷹之台ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  千葉県  本田 嘉郎  w.o. 
G0014929 133  国立競技場霞ヶ丘庭球場  東京都  冬木  嘉平次   

4 G0013764 168  千代テニスクラブ  静岡県  安本  良雄 Not Played 衛藤 寛 [1] 

G13962 71 湘南ファミリーT/C 神奈川県 宇野 和之  長井 信 

5 G15407 295 湘南ファミリーT/C 神奈川県 谷本 友秀 宇野 和之 7-6 6-0  
G0001453  ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽ ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ 滋賀県 別宮 敏朗 谷本 友秀  

6 G0022066 198 オムロン草津 滋賀県 越智 信夫 6-2 6-2  平井 昭司 [2] 

 那覇ローンTC 沖縄県 渡嘉敷 義浩  石川 隆一 

7  那覇ローンTC 沖縄県 金城 義行 平井 昭司 [2] 7-5 6-0  

G0000393 166 田園テニスクラブ 東京都 平井 昭司 [2] 石川 隆一  

8 14050 35 横浜ガーデンTC 神奈川県 石川 隆一 6-2 7-5  

※第４シード太田選手欠場のため、トーナメント規定により次点の石嶋選手をドロー番号５へ移動

WD

WD
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1 G0014586 15 天王山倶楽部 兵庫県 金丸 敏彦 [1]  

     金丸 敏彦 [1] 

2     Bye 1   

      金丸 敏彦 [1] 

3  小倉ローンテニスクラブ 福岡県 藤田 精一  6-0 6-1  
    藤田 矗  

4  チームわくがわ 沖縄県 藤田 矗 0-6 6-3 [16-14]   

      金丸 敏彦 [1] 

5 G0006547 25 長住テニスクラブ 福岡県 西原 正二郎 [3]  6-3 7-5  

     西原 正二郎 [3]  
6     Bye 3   

      砂川 典久 
7  護佐丸サークル 沖縄県 砂川 典久  6-1 7-5  

    砂川 典久  
8    Bye 5   

     金丸 敏彦 [1] 

9    Bye 6  6-3 6-0  

    新垣 精安  
10  毎日クラブ 沖縄県 新垣 精安   

     津村 智一郎 [4] 

11     Bye 4  6-0 6-0  

     津村 智一郎 [4]  

12 G0014665 34 武蔵野ローンテニスクラブ 東京都 津村 智一郎 [4]   

      津村 智一郎 [4] 

13 G0015810 143 名細テニスクラブ 埼玉県 河内 常一  7-5 4-6 [10-4]  

     河内 常一  
14 G0012703 215 KR&AC 兵庫県 和泉 義満 w.o.  

      河内 常一 
15     Bye 2  w.o. 

     宗本 道雄 [2]  

16 G19648 20 宗像市テニス協会 福岡県 宗本 道雄 [2]  
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G0015810 2 名細テニスクラブ 埼玉県 河内 常一 [1]

1 G0014665 46 武蔵野ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 東京都 津村 智一郎 河内 常一 [1] 

 毎日TC 沖縄県 浦添 朝紀 津村 智一郎 

2  チームわくがわ 沖縄県 藤田 矗 6-3 7-5  河内 常一 [1] 

124 BCテニスクラブ 沖縄県 大城 清司  津村 智一郎 

3 124 BCテニスクラブ 沖縄県 新門 貞雄 大城 清司 6-1 0-6 [10-8]  

 北谷火木クラブ 沖縄県 松田 久徳 新門 貞雄  

4  北谷火木クラブ 沖縄県 蔵本 幸一 6-2 6-0  
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1 2 3 

辻田 大田 西村

1 G04474 4 新座ローンテニスクラブ 埼玉県 辻 田 裕 司
 6-3 6-0  6-1 2-6 [8-10]  1-1 2

2  八玉会  沖縄県 大 田 朝章
3-6 0-6   1-6 2-6  0-2 3

3 G0001799 49 長住テニスクラブ  福岡県 西 村 充 生
1-6 6-2 [10-8]  6-1 6-2   2-0 1

Rank 選手登録番号 勝敗 順位St. 所属団体 


