
1R 2R QF SF F

Seed

G0002809 佐藤 幸裕 Ｓ・Ｔ・Ｐ 佐藤 幸裕

G0021568 彼島 雄一郎 リコー 彼島 雄一郎

bye 佐藤 幸裕

bye 彼島 雄一郎

G0020214 井田 薫 高崎水曜会 井田 薫

G0010273 武笠 輝久 アップルテニスクラブ 武笠 輝久

G0013377 藤原 和久 GODAI 港北 62 63 高塚 浩文

G0009636 葉山 信幸 GODAI港北 臼井 武士

G0019237 北島 滋宣 東京グリーンテニスクラブ 北島 滋宣 64 64

G0022589 向井 創 相模原グリーンテニスクラブ 向井 創

bye 高塚 浩文

bye 臼井 武士

bye 高塚 浩文 W.O

bye 臼井 武士

G0017761 高塚 浩文 テニスプラザ戸塚 高塚 浩文

G0012289 臼井 武士 コナミスポーツ 臼井 武士

G0012384 沼尻 満男 JSPI 沼尻 満男

G0000283 矢作 淳 オールウェイズテニススクール 矢作 淳

bye 沼尻 満男

bye 矢作 淳

G0018905 永田 美智夫 庭球工房 永田 美智夫 63 76(5)

G0006055 細井 聡 AQUABELLE 細井 聡

G0023406 宮田 彰彦 東京都TA 61 61 沼尻 満男

G0024377 大平 英雄 東京都TA 矢作 淳

G0013829 岸田 泰尚 京王テニスクラブ 岸田 泰尚

G0023082 本多 裕之 立川テニスクラブ 本多 裕之

bye 伊関 亮

bye 大田 実

bye 伊関 亮

bye 大田 実

G0000269 伊関 亮 協和キリン 三井 勝彦

G0020906 大田 実 千代田区テニス協会 吉川 剛志

G0006368 ⾧谷川 孝司 西川口テニスクラブ 長谷川 孝司 W.O

G0019931 村上 憲生 京王シルキーウインズ 村上 憲生

bye 長谷川 孝司

bye 村上 憲生

bye 真中 寛 62 62

bye 宇川 保之

G0021599 真中 寛 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 三井 勝彦

G0024125 宇川 保之 Ｓｐａｃｅ１３５ 吉川 剛志

G0018910 馬賀 信二 ラハイナ 馬賀 信二

G0019924 笹木 等 横須賀テニスクラブ 笹木 等

G0016048 五十嵐 直広 西原テニスクラブ 75 63 三井 勝彦

G0018736 室谷 健 ノア・インドアステージ武蔵浦和 吉川 剛志

bye 三井 勝彦 W.O

bye 吉川 剛志

G0017994 三井 勝彦 アクトスポーツクラブ 三井 勝彦

G0002085 吉川 剛志 鎌倉宮カントリーT.C 吉川 剛志

G0016352 堀内 秀一 稲門テニス倶楽部 堀内 秀一 62 16 10-4

G0021105 東 英昭 袖ヶ浦テニスクラブ 東 英昭

bye 堀内 秀一

bye 東 英昭

bye 大野 雅仁 W.O

bye Yamam Dai

G0006120 大野 雅仁 横須賀テニスクラブ 堀内 秀一

G0006119 Yamam Dai 横須賀テニスクラブ 東 英昭

G0015030 難波 広 テニスユナイテッド 難波 広

G0017449 牧之瀬 暁 千歳テニス協会 牧之瀬 暁 ｳｴｲﾃｨﾝｸﾞﾘｽﾄ

G0023755 齋藤 雄健 フミヤスポーツ 64 63 松岡 慎一

G0022227 吉本 平史 宮の森スポーツ倶楽部 水主 直人

bye 松岡 慎一

bye 水主 直人

G0020533 松岡 慎一 遊乗会Ｔ−１
G0014905 水主 直人 あわっこくらぶ
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男子55歳以上ダブルス
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