
1R 2R 3R SF Ｆ
林 俊明 W.T.C
池田 完次 W.T.C 林・池田
谷地 正義 横浜市在住 62
吉田 正勝 瀬谷グリーン 林・池田
近山 義夫 ダイヤモンドTC 63
飯島 祥一 ダイヤモンドTC 射場・川口

射場 信一 鳶尾TC 64
川口 基志 鳶尾TC 高橋・皆木

押切 章 JCC 75
廣田 茂 JCC 押切・廣田

高井 文雄 伊勢原市シニアテニス連盟 62
小林 俊哉 伊勢原市シニアテニス連盟 高橋・皆木

阿久津 誠一 相模原市在住 62
水谷 義男 相模原市在住 高橋・皆木

高橋 辰男 大井町ファミリーTC 61 飛鳥井・山下

皆木 素行 大井町ファミリーTC 62
飛鳥井 光治 厚木市役所
山下 昭男 チャンスTC 飛鳥井・山下

米谷 融 小田急秦野テニスガーデン 63
加藤 明男 小田急秦野テニスガーデン 飛鳥井・山下

見木 健三 横浜市在住 61
森田 市光 横浜市在住 見木・森田

高橋 清 オールマイティー 76(4)
飯島 健吾 オールマイティー 飛鳥井・山下

寺島 司壽夫 相模原市在住 63
神原 功 相模原市在住 寺島・神原

小島 健喜 ベイスクラブ 76(1)
更家 和彦 ベイスクラブ 寺島・神原

中村 成身 伊勢原市シニアテニス連盟 63
松田 利昭 伊勢原市シニアテニス連盟 高田・鹿沼

高田 健二 川崎市在住 62
鹿沼 高明 川崎市在住 木下・岩村
内藤 和幸 伊勢原市シニアテニス連盟 63
平林 登喜夫 伊勢原市シニアテニス連盟 本田・小田

本田 国徳 城山町硬式TC 63
小田 一洋 城山町硬式TC 本田・小田

早川 治徳 鳶尾TC 63
陰山 忠義 鳶尾TC 東田・高橋

東田 宏 湯河原町体育協会テニス 76(5)
高橋 雅晴 湯河原町体育協会テニス 本田・小田

内田 斂 厚木市在住 64
黒山 伸章 厚木市在住 内田・黒山

角田 富久雄 伊勢原市シニアテニス連盟 60
竹繁 廣記 伊勢原市シニアテニス連盟 柴田・会本

杉田 芳彦 テニスDIO湘南 62
武田 勲 いせはらチャンピオンTC 柴田・会本

柴田 幹郎 湘南ローンTC 62
会本 俊彦 鎌倉ローンTC 木下・岩村

木下 朝允 小田急藤沢テニスガーデン 75
岩村 明夫 小田急藤沢テニスガーデン 木下・岩村     ３位決定戦
阪本 有三 ねんりんTC 61 本田・小田
佐藤 孔宏 ねんりんTC 木下・岩村 64
進藤 皖 伊勢原市シニアテニス連盟 64
石止 広治 伊勢原市シニアテニス連盟 目加田・三谷 シード
目加田 康雄 湘南ハンドレッド 63 林 俊明 W.T.C
三谷 俊介 湘南ハンドレッド 木下・岩村 池田 完次 W.T.C
柚原 恒夫 伊勢原市シニアテニス連盟 62 井上 裕夫 相模原グリーンTC

星子 和貴 伊勢原市シニアテニス連盟 柚原・星子 加藤 勝 相模原グリーンTC

鈴木 朗 鳶尾TC 62 飛鳥井 光治 厚木市役所
樽井 正博 鳶尾TC 柚原・星子 山下 昭男 チャンスTC
八田 迪男 八幡山TC 64 柴田 幹郎 湘南ローンTC

斉藤 信一郎 八幡山TC 井上・加藤 会本 俊彦 鎌倉ローンTC

井上 裕夫 相模原グリーンTC 62
加藤 勝 相模原グリーンTC
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1R 2R SF Ｆ
中村 成身 伊勢原市シニアテニス連盟

松田 利昭 伊勢原市シニアテニス連盟 高井・小林

高井 文雄 伊勢原市シニアテニス連盟 63
小林 俊哉 伊勢原市シニアテニス連盟 高井・小林

早川 治徳 鳶尾TC 63
陰山 忠義 鳶尾TC 八田・斉藤

八田 迪男 八幡山TC 75
斉藤 信一郎 八幡山TC 内藤・平林

小島 健喜 ベイスクラブ 75
更家 和彦 ベイスクラブ 内藤・平林

内藤 和幸 伊勢原市シニアテニス連盟 64
平林 登喜夫 伊勢原市シニアテニス連盟 内藤・平林

高橋 清 オールマイティー 63
飯島 健吾 オールマイティー 高橋・飯島

谷地 正義 横浜市在住 63 米谷・加藤

吉田 正勝 瀬谷グリーン 61
杉田 芳彦 テニスDIO湘南
武田 勲 いせはらチャンピオンTC 杉田・武田

阿久津 誠一 相模原市在住 62
水谷 義男 相模原市在住 杉田・武田

鈴木 朗 鳶尾TC 60
樽井 正博 鳶尾TC 阪本・佐藤

阪本 有三 ねんりんTC 63
佐藤 孔宏 ねんりんTC 米谷・加藤

近山 義夫 ダイヤモンドTC w.o.
飯島 祥一 ダイヤモンドTC 角田・竹繁

角田 富久雄 伊勢原市シニアテニス連盟 45RET
竹繁 廣記 伊勢原市シニアテニス連盟 米谷・加藤

進藤 皖 伊勢原市シニアテニス連盟 62
石止 広治 伊勢原市シニアテニス連盟 米谷・加藤

米谷 融 小田急秦野テニスガーデン 63
加藤 明男 小田急秦野テニスガーデン
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