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G20991 大坪 勇人 [1] ウインザーラケットショップ
1 G18318 大越 崇典 イーストテニススクール吹田 大坪 勇人

G19415 膳棚 康晴 Ｏ．Ｐ．Ａｔｅｎｎｉｓ 大越 崇典

2 G20202 阿部 純也 Ｃ．Ｐａｉｎ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ａｃａｄｅｍｙ 64 64 大坪 勇人

G18325 水本 圭治 インターナショナルスポーツ  大越 崇典

3 G21015 西村 修司 ＡｃｔＫ 水本 圭治 61 64

G20118 板東 賢寛 ミナミテニスクラブ 西村 修司  

4 G20525 根本 修宏 ヤナギ 75 61 大坪 勇人

G20415 加藤 昌孝 [4] 第三庭球部  大越 崇典

5 G20401 吉井 康裕 ｔｅａｍよっし～☆ 小牧 裕加 62 64

G20437 小牧 裕加 アクトス明石大蔵 岡本 和也  

6 G20402 岡本 和也 テニスセンター西浜校 61 36 64 廣澤 賢

G20419 廣瀬 正志 ノアインドアステージ  新井 崇志

7 G20554 戸江 達哉 神戸ローンテニスクラブ 廣澤 賢 60 76(5)

G18943 廣澤 賢 ジョッキアーモテニスクラブ 新井 崇志  

8 G18735 新井 崇志 庭球三田会 63 64 大坪 勇人

G20567 岸本 歩 西尾ローンテニスクラブ  大越 崇典

9 G21164 本田 寛和 伊勢久 岸本 歩 57 76(4) 76(2)

G19591 宮原 健 チーム王将 本田 寛和  

10 G20434 長谷川 良 桑名庭球倶楽部 62 61 岸本 歩

G19379 本間 理倫 ＳＥＴＣ  本田 寛和

11 G18330 眞田 智 イカイ 山岸 徹郎 62 64

G20535 山岸 徹郎 [3] ヴェルデテニスクラブ 柳澤 浩一  

12 G21297 柳澤 浩一 プロ・フリー 62 62 北野 雄平

G20480 北野 雄平 テニスクラブＡＲＴ  尾園 仁

13 G20479 尾園 仁 テニスクラブＡＲＴ 北野 雄平 63 64

G18368 上田 威 三菱電機神戸 尾園 仁  

14 G19575 木村 宣寿 Ｊ－Ｊ－ＪＡＣＫＳ 61 57 75 北野 雄平

G19639 福田 啓友 東京都ＴＡ  尾園 仁

15 G19910 穐山 秀延 エーステニスアカデミー 向 和彦 36 64 61

G20495 向 和彦 [2] アポロコーストテニスクラブ 大久保 祐輔  

16 G21112 大久保 祐輔 ルネサンス 60 61
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G17793 大滝 直義 [1] 舞鶴グリーンＴＣ
1 G17779 道田 光 ＴＩ－Ｃｕｂｅ 大滝 直義

G16375 渡辺 元雄 Ｈｉｌｌｓ　Ｋ－Ｎａｇａｔｓｕｋａ　ＴＡ 道田 光

2 G16517 飯塚 公彦 Ｔｅａｍ　Ｉ’ｚ 64 63 大滝 直義

G17135 佐藤 仁則 葉山テニスクラブ  道田 光

3 G19208 瀬川 雅 葉山テニスクラブ 杉本 慎一郎 63 63

G18975 杉本 慎一郎 カルデリス 江馬 啓悟  

4 G20995 江馬 啓悟 コカコーラウエスト 64 57 75 大滝 直義

G18326 千古 哲也 [4] ＯＵＴＢＲＥＡＫ  道田 光

5 G15569 松枝 つとむ 松枝塾 千古 哲也 63 64

G20602 山本 純 丹波インドアテニスカレッジ 松枝 つとむ  

6 G20440 鈴木 弘則 土山’Ｓ 63 76(5) 千古 哲也

G15831 久田 英登 ＣＯＳＡＮＡ  松枝 つとむ

7 G15723 渡邊 温 ｅｖｅｒｙＴＣ 久田 英登 64 61

G18425 山里 徳郎 こども音育ひろばリトモ 渡邊 温  

8 G20499 長谷川 尚之 ＴＩ－Ｃｕｂｅ 62 36 63 大滝 直義

G18499 御宮知 敬範 学園前ロイヤルＴＣ  道田 光

9 G18604 村上 憲市 富士通テン 中西 伸介 76(3) 62

G18556 中西 伸介 エルティーアイ 中西 宏介  

10 G17720 中西 宏介 Ｈａｎｋｅｅｓ 63 64 佐藤 政大

G17022 北川 薫 味の素  渡邊 哲

11 G20087 新川 雅 ＮＴＴドコモ 佐藤 政大 62 61

G15774 佐藤 政大 [3] 日本商業開発株式会社 渡邊 哲  

12 G15768 渡邊 哲 エリステニスクラブ 61 46 60 右近 貴志

G19604 岡橋 佳輝 Ｈａｎｋｅｅｓ  神田 寛之

13 G18986 村口 順一 スターサップ 小磯 尚義 57 63 64

G17817 小磯 尚義 ａｔｗ 戒田 友基  

14 G21259 戒田 友基 荏原ＳＳＣ 64 64 右近 貴志

G16514 右近 貴志 テニスクラブコ・ス・パ御殿山  神田 寛之

15 G16934 神田 寛之 ＴＳ奈良テニスクラブ 右近 貴志 64 63

G16730 古川 正規 [2] 名張市役所ＴＣ 神田 寛之  

16 G15878 生川 仁司 フィットインドアテニススクール 62 62
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No. 氏名 性別 ランキングポイント選手登録番号 所属団体
1 伊東 誠二郎 M 33 729 G18541 帝人フロンティア
千鳥 貴裕 M 33 729 G19048 クレスト

2 仙田 浩一郎 M 35 718 G20149 あわっこクラブ
金本 朗彦 M 35 718 G19343 ＷＡＦＵテニスクラブ

3 永山 健 M 45 448 G16110 ＴＳ奈良テニスクラブ
江藤 慎一郎 M 45 448 G19971 モリタテニス企画
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G10887 相田 靖之 [1] アシニス
1 G15156 酒井 秀樹 アシニス 相田 靖之

G13095 梅川 和哉 コスパ光明池ＴＧ 酒井 秀樹

2 G18203 長島 貴幸 クロスポイント 63 61 相田 靖之

G19920 山根 知 船橋さくらテニスクラブ  酒井 秀樹

3 G16468 岩佐 武則 ＴＳ奈良テニスクラブ 山根 知 36 63 63

G20987 三嶋 康昭 ＣＯＳＡＮＡ 岩佐 武則  

4 G17689 石坂 茂 ＺＯＯ 64 64 佐々木 博

G00283 矢作 淳 [4] オールウェイズテニスクラブ  金原 明範

5 G15737 長谷部 健二 ラケットショップキャビン 佐々木 博 62 36 76(2)

G13825 佐々木 博 ルーセントテニスクラブ奈良 金原 明範  

6 G15951 金原 明範 土山’Ｓ 63 61 佐々木 博

G20084 佐藤 史高 ＪＩＴＣ  金原 明範

7 G17850 渡邊 大 緑ヶ丘テニスガーデン 山根 紀生 46 64 75

G14020 山根 紀生 タック桃山 衛藤 斉  

8 G01069 衛藤 斉 ＡｔｏＺ 46 75 62 佐々木 博

G02306 前田 明宏 Ｋｅｎ’ｓインドアテニススクール  金原 明範

9 G14169 立川 博三 Ｔｒａｎｔｏｔｔｅ 北村 達哉 62 67(5) 62

G09593 北村 達哉 室蘭テニス協会 屋敷 充健  

10 G14987 屋敷 充健 千歳テニス協会 75 46 62 三代 直彦

G08959 松岡 豊武 ブリヂストンスポーツ  関口 浩資

11 G08972 藤井 浩司 Ｔ－２０００ 三代 直彦 63 46 64

G04852 三代 直彦 [3] Ｃｌａｓｓｙ 関口 浩資  

12 G18494 関口 浩資 Ｃｌａｓｓｙ 46 64 63 太田 茂晴

G18805 村兼 隆寛 Ｈａｎｋｅｅｓ  輿石 龍児

13 G06368 長谷川 孝司 西川口テニスクラブ 臼井 武士 63 64

G12289 臼井 武士 コナミスポーツクラブ本店 高塚 浩文  

14 G17761 高塚 浩文 テニスプラザ戸塚 61 64 太田 茂晴

G20151 井上 圭司 京都市テニス協会  輿石 龍児

15 G06932 今出 広一 テニスハウス 太田 茂晴 60 63

G00765 太田 茂晴 [2] Ｌｅａｄｓ 輿石 龍児  

16 G02086 輿石 龍児 川口市役所 61 62
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No. 氏名 性別 ランキングポイント選手登録番号 所属団体
1 宗和 成司 M 53 637 G04879 土山’Ｓ
福永 俊介 M 8 1535 G01137 ダンロップスポーツ株式会社

2 坂本 純一 M 43 869 G12189 京都庭球友会
西村 昌晃 M 23 1184 G01100 ヴァルブランシュテニスクラブ

3 水主 直人 M 35 982 G14905 あわっこくらぶ
篠原 政晴 M 33 992 G15714 コスパ光明池ＴＧ

4 有賀 俊博 M 48 748 G16457 ニューフロンティアテニスクラブ
石川 幸治 M 40 885 G11526 エーステニスアカデミー

5 三吉 亘 M 61 525 G00859 Ｔ＆Ｓ新発田ＩＴＳ
加藤 直樹 M 57 588 G18506 テニスステーション新潟

6 小谷地 雅人 M 60 527 G10445 ＭＡＲＳ－Ｔ
水野 幸治 M 65 503 G03014 常磐松テニス倶楽部
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G17994 三井 勝彦 [1] アクトスポーツクラブ
1 G18109 横溝 義博 カクテル企画 今井 宗丈

G17376 今井 宗丈 稲城市テニス連盟 佐藤 康夫

2 G16693 佐藤 康夫 ＧＯＤＡＩテニスカレッジ 64 63 今井 宗丈

G20738 堀 初三 長良川ラケット倶楽部  佐藤 康夫

3 G19940 山下 好彦 長良川ラケット倶楽部 山本 健二 63 75

G01141 山本 健二 大阪府庁 山本 健司

4 G18902 山本 健司 池田市テニス協会 60 63 今井 宗丈

G00121 岩見 亮 [3] ラウダ  佐藤 康夫

5 G16734 薮田 恵士 ＫＰＩ 岩見 亮 61 63

G20000 吉川 実 クラブＵＴＡ 薮田 恵士  

6 G16002 小山 鑑明 練馬区テニス協会 64 64 辻 孝彦

G00137 辻 孝彦 ＭＩＴＣ  鈴木 光弘

7 G06134 鈴木 光弘 イースタンテニスクラブ 辻 孝彦 62 63

G08912 原薗 裕之 アイ・テニスクラブ 鈴木 光弘  

8 G05106 御代 元 明治神宮外苑テニスクラブ 64 64 今井 宗丈

G14524 大倉 康典 スマイル  佐藤 康夫

9 G04935 長塩 薫 スマイル 大倉 康典 63 36 62

G17505 伊藤 孝幸 ササキＴＣ 長塩 薫  

10 G09879 石丸 一仁 燕ローンテニスクラブ 63 46 64 吉川 剛志

G03375 佐々木 拓 恵庭市役所  荷川取 浩

11 G07702 小林 伸輔 アイ・テニスクラブ 吉川 剛志 64 60

G02085 吉川 剛志 [4] 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 荷川取 浩  

12 G01967 荷川取 浩 プロ・八景インドアテニススクール 61 61 浜中 義治

G05993 岩城 吉夫 明石ファミリーテニスクラブ  秋山 敏行

13 G01161 駒田 晋吾 ヴァルブランシュテニスクラブ 浜中 義治 64 76(3)

G07383 浜中 義治 ｃｌｕｂ　ＨＩＴ 秋山 敏行  

14 G06262 秋山 敏行 にこにこＴＣ 61 61 浜中 義治

G18048 亀山 修司 京王テニスクラブ  秋山 敏行

15 G16600 渡邊 隆典 ＲＩＺＵ 佐藤 幸裕 64 75

G02809 佐藤 幸裕 [2] Ｓ・Ｔ・Ｐ 永岡 宏

16 G15894 永岡 宏 ヨネックス 36 60 62

    

欠場    

3 G14027 岩崎 充雄 ＯＳＴ 10月1日

G12326 杉田 康司 ＯＳＴ
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No. 氏名 性別 ランキングポイント選手登録番号 所属団体
1 松石 和典 M 40 698 G01311 ＭＲＡテニスプランニング
谷 征純 M 40 698 G12219 Ｔｅａｍ　ＦＯＲＥＳＴ　ＨＩＬＬＳ

2 堀 初三 M 54 520 G20738 長良川ラケット倶楽部
山下 好彦 M 52 536 G19940 長良川ラケット倶楽部

3 河原 重行 M 85 322 G16621 東京都Ｔ．Ａ．
石谷 勇次 M 99 272 G16427 ＵＴＡ
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G18513 島内 俊裕 [1] カクテル企画
1 G01928 廣岡 孝通 プロ・ＫＰＩ 島内 俊裕

G01116 加古 潤三郎 ユニバー神戸テニス倶楽部 廣岡 孝通

2 G06943 加藤 哲夫 グランドスラム 62 63 島内 俊裕

G02002 小野 和男 トキワクラブ伊豆高原  廣岡 孝通

3 G10741 島田 聡司 ラック港南台テニスガーデン 小野 和男 64 62

G00560 丸井 良一 丸井テニスクラブ 島田 聡司  

4 G02971 伏喜 裕久 高岡ＲＴＣ 63 26 64 島内 俊裕

G15729 原口 浩二 [4] ヨネックス  廣岡 孝通

5 G20487 藤原 慎一 リーファインターナショナルテニスアカデミー 原口 浩二 60 36 64

G20384 八木 良彦 チームメイ 藤原 慎一  

6 G01171 木下 嘉夫 ヨネックス 60RET 原田 博司

G08056 松田 比呂志 カクテル企画  谷本 英雄

7 G04816 関本 和秀 Ｃ－ＦＥＴＺ 原田 博司 36 64 76(2)

G13677 原田 博司 京王テニスクラブ 谷本 英雄  

8 G08196 谷本 英雄 一筆テニスクラブ W.O 島内 俊裕

G12286 佐藤 静也 ウインザーラケットショップ  廣岡 孝通

9 G01185 秋山 郁夫 ファミリーテニスクラブ 佐藤 静也 61 62

G11138 佐々木 隆治 弘前テニスクラブ 秋山 郁夫  

10 G00779 渡邉 幸夫 Ｔ＆Ｓ新発田ＩＴＳ 61 75 中山 晴彦

G14857 佐藤 明彦 リベラ仙台  倉島 英造

11 G02872 土橋 直樹 飯能優球人 中山 晴彦 26 64 75

G06173 中山 晴彦 [3] アルドールテニスステージ 倉島 英造  

12 G20189 倉島 英造 クラシマインターナショナルＴ．Ａ 64 64 中井 敏夫

G19427 寺尾 啓二 ＣＯＳＡＮＡ  髙柳 剛宏

13 G19428 服部 信明 ＣＯＳＡＮＡ 岩本 美智男 63 26 61

G14565 岩本 美智男 ファインヒルズテニスクラブ 川越 貴浩  

14 G16072 川越 貴浩 クラブキャンティ 62 75 中井 敏夫

G03055 保田 信一 おはようＴ．Ｃ  髙柳 剛宏

15 G20447 篠川 健二 旭川テニス協会 中井 敏夫 63 63

G16555 中井 敏夫 [2] パブリックテニス宝ヶ池 髙柳 剛宏  

16 G14605 髙柳 剛宏 プロバインズ 62 62
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No. 氏名 性別 ランキングポイント選手登録番号 所属団体
1 小松川 誠 M 20 1112 G08733 ブレンドウッドラケットクラブ
生稲 年之 M 51 547 G19107 パコン王国

2 所 眞人 M 37 751 G07250 大井町ファミリーテニスクラブ
西垣 彰二 M 40 716 G00190 テニスユニバース

3 冨田 和義 M 36 756 G04723 カクテル企画
斎ヶ原 勝則 M 47 610 G16737 ＯＪＭ

4 中川 勝範 M 63 396 G06582 金曜塾
高本 明 M 63 396 G13935 Ｔｅａｍ　ＡＤＶＡＮＣＥ
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G17764 中嶋 俊彦 [1] 横浜ガーデンＴ．Ｃ．
1 G20847 辻本 豊 花園テニスクラブ 中嶋 俊彦

   辻本 豊

2  Bye   中嶋 俊彦

G16895 小山 節司 南青山高原テニスクラブ  辻本 豊

3 G18665 浅井 有一郎 京王テニスクラブ 樋口 好央 63 61

G15757 樋口 好央 ウィンビレッジＴ．Ｃ 露木 敏行  

4 G16458 露木 敏行 ツユキテニススクール 63 57 64 中嶋 俊彦

G17138 山下 政信 熊野ローンテニスクラブ  辻本 豊

5 G01394 持田 明広 法曹テニスクラブ 浦野 健治 63 57 63

G15509 浦野 健治 藪塚本町テニスクラブ 馬 占江  

6 G15453 馬 占江 宮村テニスセンター 46 63 63 石田 享司

    神山 好弘

7  Bye  石田 享司 61 62

G15537 石田 享司 [7] 横浜スポーツマンクラブ 神山 好弘  

8 G13511 神山 好弘 キリウテニスクラブ  中嶋 俊彦

G12229 塩田 和男 [4] アイテニスクラブ  辻本 豊

9 G05452 稲場 浩三 アイ・テニスクラブ 塩田 和男 63 76(2)

   稲場 浩三  

10  Bye   川畑 俊英

G01263 西本 陽一 ユニバー神戸テニス倶楽部  麦 富栄

11 G17897 諏澤 誠治 ＩＴＣ 川畑 俊英 62 61

G01350 川畑 俊英 チームＴ・Ｋ 麦 富栄  

12 G00218 麦 富栄 横須賀ダイヤランドテニスクラブ 60 60 藤賀 康穂

G12206 平賀 恒男 池田テニスクラブ  貝谷 朝清

13 G16979 柳田 孝二 ごいち会 平賀 恒男 63 63

G01179 豊山 悦弘 アイ・テニスクラブ 柳田 孝二  

14 G09185 髙橋 裕昭 オレンジヒルテニスクラブ 61 63 藤賀 康穂

    貝谷 朝清

15  Bye  藤賀 康穂 63 76(7)

G13710 藤賀 康穂 [8] エリア’８７ 貝谷 朝清  

16 G00376 貝谷 朝清 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ  屋代 春幸

G19308 山本 俊二 [5] 横浜ガーデンＴＣ  神澤 俊介

17 G00755 鎌田 幸年 小金井市テニス連盟 山本 俊二 62 67(5) 64

   鎌田 幸年  

18  Bye   山本 俊二

G14519 加藤 一郎 流山グリーンテニスクラブ  鎌田 幸年

19 G14518 露崎 博司 流山グリーンテニスクラブ 加藤 義明 36 63 76(3)

G19152 加藤 義明 三菱電機鎌倉 竜口 博明  

20 G00162 竜口 博明 小平テニスクラブ 67(3) 62 64 屋代 春幸

G11452 小倉 桂一 ブレントウッドラケットクラブ  神澤 俊介

21 G01717 高瀬 博明 スプラージ 小倉 桂一 75 62

G00164 太田 和彦 成蹊テニス会 高瀬 博明  

22 G14551 横澤 規佐良 東京ローンテニスクラブ 61 64 屋代 春幸

    神澤 俊介

23  Bye  屋代 春幸 62 62

G04131 屋代 春幸 [3] モリタテニス企画 神澤 俊介  

24 G19018 神澤 俊介 東京ローンテニスクラブ  屋代 春幸

G16025 振角 俊一 [6] 長崎県庁テニスクラブ  神澤 俊介

25 G01212 難波江 学 ＯＪＭ 振角 俊一 62 62

   難波江 学  

26  Bye   振角 俊一

G00514 加藤 努 室蘭テニス協会  難波江 学

27 G17312 土田 雅人 一球会 加藤 努 62 61

G17291 茂木 弘 リベロ 土田 雅人  

28 G11989 鈴木 武夫 足柄ローンテニスクラブ 75 64 振角 俊一

G04611 井上 則行 セントマリアホスピタルテニスクラブ  難波江 学

29 G00576 清水 行海 スウイング８９ 坪倉 利孝 62 75

G06513 坪倉 利孝 ユニバー神戸テニス倶楽部 西谷 豊  

30 G21263 西谷 豊 テニスショップピジョン 63 61 坪倉 利孝

    西谷 豊

31  Bye  宮島 信行 61 63

G00192 宮島 信行 [2] 亀の甲山テニスクラブ 藤崎 英俊  

32 G06588 藤崎 英俊 フジテニスクラブ  

    

欠場    

3 G16481 日下部 聖志 茅ヶ崎ローゼＴＣ

G16486 菅野 孝二 茅ヶ崎ローゼテニスクラブ
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No. 氏名 性別 ランキングポイント選手登録番号 所属団体
1 小山 節司 M 53 720 G16895 南青山高原テニスクラブ
浅井 有一郎 M 48 775 G18665 京王テニスクラブ

2 大浦 康隆 M 54 710 G00286 ヨコハマクラブ
清板 伸一郎 M 54 710 G12347 ヨコハマクラブ

3 大島 俊計 M 43 850 G04672 Ａ．Ａ．Ａ．
山田 繁雄 M 75 552 G21276 ＯＪＭ

4 安富 久雄 M 58 697 G06411 小平テニスクラブ
赤毛 裕 M 58 697 G15623 東京都渋谷区硬式テニス連盟
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G02050 宮川 正夫 [1] 名古屋グリーンテニスクラブ
1 G00172 竹下 友基 アイ・テニスクラブ 宮川 正夫

   竹下 友基

2  Bye   宮川 正夫

G14207 坂井 宣夫 ＳＫＹＴＯＮ  竹下 友基

3 G00924 朝倉 伸行 オレンジヒルテニスクラブ 上原 久雄 61 61

G04210 上原 久雄 高松ローンテニスクラブ 由田 秀行  

4 G17375 由田 秀行 横河電機 75 63 宮川 正夫

G01760 渡瀬 明男 鹿児島ローンテニスクラブ  竹下 友基

5 G09512 福永 修 ｅｃｏｌｅ－ｆ 入倉 博 46 61 61

G09916 入倉 博 テニスカレッジ　ラフ 入倉 啓二  

6 G15450 入倉 啓二 高松ローンテニスクラブ 64 62 入倉 博

    入倉 啓二

7  Bye  塩見 芳彦 75 64

G00217 塩見 芳彦 [8] 横須賀ダイヤランドテニスクラブ 池村 辰夫  

8 G15467 池村 辰夫 神戸ローンテニスクラブ  小幡 忠夫

G01752 小幡 忠夫 [4] ファミリークラブ  福井 雄治

9 G01412 福井 雄治 ふくいテニスクラブ 小幡 忠夫 75 76(3)

   福井 雄治  

10  Bye   小幡 忠夫

G11013 柳川 嘉夫 小平Ｔ．Ｃ  福井 雄治

11 G00394 郡司 東男 金子ＧＴＡ 柳川 嘉夫 Ｗ．O

G03352 上田 昇 東郷製作所 郡司 東男  

12 G19592 髙橋 直和 ジャパンエース 76(5) 76(1) 小幡 忠夫

G14050 石川 隆一 横浜ガーデンテニスクラブ  福井 雄治

13 G06179 谷口 幸一郎 森の里テニスクラブ 石川 隆一 64 60

G15469 川尻 康夫 名細テニスクラブ 谷口 幸一郎  

14 G15672 須賀 賢司 名細テニスクラブ 76(5) 64 石川 隆一

    谷口 幸一郎 

15  Bye  伊藤 裕 64 62

G19055 伊藤 裕 [9] 若草テニスクラブ 石元 光典  

16 G01516 石元 光典 高知スマイリングＴＣ  小幡 忠夫

G00203 成田 周治 [7] セントマリアホスピタルテニスクラブ  福井 雄治

17 G00202 播本 裕司 上尾セントラルテニスクラブ 成田 周治 63 62

   播本 裕司  

18  Bye   上岡 君義

G16344 明石 俊治 天王山テニス倶楽部  後藤田 邦裕 

19 G18822 本間 博 ユニバー神戸テニスクラブ 上岡 君義 62 75

G01428 上岡 君義 Ｔ．Ａｓ　Ｏｎｅ 後藤田 邦裕  

20 G06212 後藤田 邦裕 徳島ローンテニスクラブ 16 64 63 伊藤 達男

G15685 大塚 叔克 足立区テニス協会  前田 克己

21 G14893 衛藤 寛 鷹之台ルネサンステニスクラブ 松本 正一 62 62

G07827 松本 正一 ウェストグリーンテニスクラブ 楢崎 順司  

22 G00204 楢崎 順司 鎌ケ谷ひかりテニスクラブ 62 76(5) 伊藤 達男

    前田 克己

23  Bye  伊藤 達男 62 75

G18379 伊藤 達男 [3] パサニアテニスクラブ 前田 克己  

24 G15447 前田 克己 千葉田園テニスクラブ  和泉 博之

G10497 宮地 昭人 [6] 芦屋シーサイドテニス  舟田 典夫

25 G01506 寺田 民雄 アーバン六甲テニス倶楽部 宮地 昭人 75 26RET

   寺田 民雄  

26  Bye   奥田 彦三郎 

G08271 奥田 彦三郎 星田テニスクラブ  田代 哲夫

27 G07658 田代 哲夫 チームオクヤマ 奥田 彦三郎 16 76(5) 63

G16933 中ノ森 哲朗 ミッキーズＴＣ 田代 哲夫  

28 G07940 橋本 庄司 ファミリーテニスクラブ 67(4) 62 64 和泉 博之

G17649 島村 廣信 オーシャンズ  舟田 典夫

29 G18084 新見 利幸 奈良国際テニスクラブ 徳永 和夫 63 62

G07299 徳永 和夫 九州大学ローンテニスクラブ 阿部 欽亮  

30 G01517 阿部 欽亮 サンランドロイヤルテニスクラブ 64 61 和泉 博之

    舟田 典夫

31  Bye  和泉 博之 63 64

G14998 和泉 博之 [2] 白樺ローンテニスクラブ 舟田 典夫  

32 G00569 舟田 典夫 函館テニス倶楽部  

    

   

欠場者 16 小林 仁 [5] 宝塚パブリックローンＴＣ 

福田 正 アイ・テニスクラブ 
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No. 氏名 性別 ランキングポイント選手登録番号 所属団体
1 明石 俊治 M 50 875 G16344 天王山テニス倶楽部
本間 博 M 50 875 G18822 ユニバー神戸テニスクラブ

1 中村 行男 M 52 849 G14970 日機装
新美 進 M 52 849 G00159 リバーサイドＴＣ

2 井上 雅幾 M 55 813 G18944 とつかテニスクラブ
長井 信 M 55 813 G16156 百合ヶ丘ファミリーテニスクラブ

3 山本 弘一 M 59 794 G08131 万博テニスガーデン
田端 定夫 M 59 794 G19424 万博テニスガーデン

4 岩辺 滋 M 71 706 G18566 ナイナイテニスクラブ
植野 直樹 M 71 706 G19072 ナイナイテニスクラブ
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G09037 小篠 輝章 [1] 槻の森テニスクラブ
1 G12254 桐原 清徳 和泉テニスクラブ 小篠 輝章

   桐原 清徳

2  Bye   小篠 輝章

G16227 向高 祐邦 茨城県シニアテニス連盟  桐原 清徳

3 G00101 高橋 勲 新座ローンテニスクラブ 向高 祐邦 76(3) 61

G01392 梅原 豊治 徳山ローンテニスクラブ 高橋 勲  

4 G03013 水田 浩 殿山テニスガーデン 75 76(2) 小篠 輝章

G02063 古谷 和男 駒ヶ根テニス協会  桐原 清徳

5 G01227 福永 崇 ｅｃｏｌｅ－ｆ 山口 幹夫 62 63

G13910 山口 幹夫 池田テニスクラブ 池田 兼機  

6 G18940 池田 兼機 甲子園テニスクラブ 75 46 61 大石 昌之

    高田 弘

7  Bye  大石 昌之 62 62

G11303 大石 昌之 [7] 宇品シーサイドＴＣ 高田 弘  

8 G05421 高田 弘 ノア・インドアステージ広島西  小篠 輝章

G01070 奥村 迪雄 [4] 宝塚パブリックローンＴＣ  桐原 清徳

9 G02019 森田 常樹 プロ・モリタテニス企画 奥村 迪雄 46 63 63

   森田 常樹  

10  Bye   川緑 衛

G00076 川緑 衛 高洲テニスクラブ  香川 俊男

11 G16536 香川 俊男 千葉県テニス協会 川緑 衛 16 62 76(3)

G13734 中島 國智 横浜ガーデンテニスクラブ 香川 俊男  

12 G04513 福本 順三郎 ファミリーインドアテニスクラブ 62 46 76(3) 川緑 衛

G20233 太田 傀一 倉敷Ｌ．Ｔ．Ｃ．  香川 俊男

13 G20234 桑名 章 倉敷Ｌ．Ｔ．Ｃ． 太田 傀一 62 16 75

G00051 有本 広見 明治神宮外苑テニスクラブ 桑名 章  

14 G04766 渡邊 奉昭 芦屋国際ローンテニスクラブ 63 62 宮﨑 恒雄

    山中 一彦

15  Bye  宮﨑 恒雄 64 62

G14766 宮﨑 恒雄 [6] 名細テニスクラブ 山中 一彦  

16 G12014 山中 一彦 結城テニスクラブ（ＹＴＣ）  小篠 輝章

G11984 佐藤 義樹 [8] 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ  桐原 清徳

17 G00075 田口 正樹 金町テニスガーデン 佐藤 義樹 75 61

   田口 正樹  

18  Bye   佐藤 義樹

G18124 山下 昭男 三菱化工機  田口 正樹

19 G18411 飛鳥井 光治 厚木市テニス協会 中島 健智 76(6) 26 62

G13717 中島 健智 名古屋ローンテニス倶楽部 漆川 芳國  

20 G09461 漆川 芳國 産総研 62 61 中田 弘

G01461 吉国 修平 三菱ガス化学水島工場  酒井 国雄

21 G13688 戎 慶治 倉敷ローンテニスクラブ 佐久間 光弘 61 61

G14481 佐久間 光弘 原町テニスクラブ 江口 正俊  

22 G14603 江口 正俊 名古屋ローンテニス倶楽部 64 63 中田 弘

    酒井 国雄

23  Bye  中田 弘 61 61

G10320 中田 弘 [3] 足立区テニス協会 酒井 国雄  

24 G13735 酒井 国雄 立川グリーンテニスクラブ  今中 隆雄

G08112 河原 儀明 [5] スクエアテニスクラブ  赤坂 欽一

25 G19980 波島 正幸 京都フレンドＴＣ 河原 儀明 60 63

   波島 正幸  

26  Bye   河原 儀明

G00106 佐藤 雅之 アプリテニスクラブ  波島 正幸

27 G02059 遠藤 晃文 深谷市テニス協会 佐藤 雅之 61 62

G20014 前田 猛夫 津幡町テニス協会 遠藤 晃文  

28 G20700 平 明人 石川県シニアテニス連盟 26 76(1) 64 今中 隆雄

G17877 吉岡 伸敏 甲子園テニスクラブ  赤坂 欽一

29 G12853 小幡 隆士 芦屋国際ローンテニスクラブ 吉岡 伸敏 62 64

G17140 山本 正之 テニスガーデン　レニックス 小幡 隆士

30 G19922 馬杉 秩彦 ＴＧ．レニックス 61 61 今中 隆雄

    赤坂 欽一

31  Bye  今中 隆雄 64 61

G07381 今中 隆雄 [2] ブルドンウィン 赤坂 欽一  

32 G12374 赤坂 欽一 名細テニスクラブ  
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No. 氏名 性別 ランキングポイント選手登録番号 所属団体
1 宇野 和之 M 54 721 G13962 湘南ファミリーＴ／Ｃ
黒田 祐功 M 49 745 G11892 横須賀ダイヤランドＴＣ

2 伊藤 孝行 M 62 635 G21087 船橋さくらテニスクラブ
澤村 孝之 M 63 633 G14172 船橋さくらテニスクラブ

3 加山 仁 M 59 644 G14182 阪急仁川テニスクラブ
古土井 悠 M 69 556 G13059 西条ロイヤルテニスクラブ

4 宮﨑 勝 M 64 598 G14345 長谷川香料
小暮 耕一郎 M 64 598 G11431 長谷川香料
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G02985 前田 忠昭 [1] 鎌倉ローンテニスクラブ
1 G00063 藤井 道雄 東京ローンテニスクラブ 前田 忠昭

   藤井 道雄

2  Bye   前田 忠昭

G08025 片寄 文隆 森林ロングウッドテニスクラブ  藤井 道雄

3 G07280 神谷 義紀 江戸川台テニスクラブ 片寄 文隆 63 61

G20311 尾﨑 隆夫 ＴＧレニックス 神谷 義紀  

4 G07437 高田 俊彦 川崎テニスクラブ 64 62 東 恭平

G02064 向高 祐寿 [4] シードアヤセテニスクラブ  田中 正剛

5 G00419 磯田 憲佑 フェニックススポーツ 向高 祐寿 62 64

   磯田 憲佑  

6  Bye   東 恭平

G02530 東 恭平 成城スクエアテニスクラブ  田中 正剛

7 G00089 田中 正剛 三菱重工業 東 恭平 67(5) 61 61

G12818 西 淳二 成城スクエアテニスクラブ 田中 正剛  

8 G11089 髙橋 敏雄 成城スクエアテニスクラブ 63 62 松田 武弘

G13982 吉澤 文人 ローランギャロ  髙木 修

9 G13687 堀 吉弘 倉敷ローンテニスクラブ 吉澤 文人 62 62

G17191 矢野 良市 岩国ファミリーテニスクラブ 堀 吉弘  

10 G17296 里深 信行 ヴァルブランシュ　テニスクラブ 62 63 吉澤 文人

    堀 吉弘

11  Bye  久米 徳一 63 61

G01475 久米 徳一 [3] 徳島ローンテニスクラブ 細川 啓二朗  

12 G01483 細川 啓二朗 高知ローンテニスクラブ  松田 武弘

G17014 深井 克彦 ＣＴＡ  髙木 修

13 G12041 福山 岩男 アートヒルテニスクラブ 有本 誠一郎 63 61

G09020 有本 誠一郎 鎌倉ローンテニス倶楽部 猪熊 研二  

14 G04373 猪熊 研二 東京ローンテニスクラブ 46 62 62 松田 武弘

    髙木 修

15  Bye  松田 武弘 60 61

G12000 松田 武弘 [2] 川西市ローンテニスクラブ 髙木 修  

16 G18685 髙木 修 阪急仁川テニスクラブ
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No. 氏名 性別 ランキングポイント選手登録番号 所属団体
1 出浦 伸之助 M 30 920 G18564 殿山テニスガーデン
寺尾 和芳 M 30 920 G17156 千葉田園テニスクラブ

2 北川 四郎 M 33 835 G09208 武蔵野ローンテニスクラブ
梅沢 洋二 M 33 835 G02599 月見野ローンテニスクラブ

3 伴野 松次郎 M 55 425 G10787 グリーンウッドテニスクラブ
土屋 善二 M 18 1123 G00016 チーム・ダイヤモンド
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G05673 宮田 敏男 [1] 名古屋ローンテニスクラブ 
1 G07720 岡田 進 三重グリーンテニスクラブ 宮田 敏男

   岡田 進

2  Bye  宮田 敏男

G00405 久武 安雄 湘南ローンテニスクラブ  岡田 進

3 G02663 加藤 博康 鎌倉ローンテニスクラブ 野村 右太郎 75 63

G03408 野村 右太郎 小倉ローンテニスクラブ 鍋島 幸次  

4 G01824 鍋島 幸次 小倉ローンテニスクラブ 67(4) 63 10-8 宮田 敏男

G00638 橋本 秀夫 [5] 郡山テニスクラブ  岡田 進

5 G12328 芳賀 芳男 新座ローンテニスクラブ 橋本 秀夫 75 06 10-7

   芳賀 芳男  

6  Bye   橋本 秀夫

G21075 増田 逸朗 鎌倉宮カントリーテニスクラブ  芳賀 芳男

7 G21085 舩山 眞弘 霧ケ丘テニスクラブ 渡辺 雅彦 61 60

G20952 渡辺 雅彦 神戸ローンテニスクラブ 高見 修  

8 G19074 高見 修 アーバン六甲テニス倶楽部 61 64 徳弘 晴輝

G01235 滑川 良雄 神戸ローンテニス倶楽部  森 成蹊

9 G04652 赤鹿 晃 園和テニスクラブ 佐藤 暢芳 06 63 10-4

G10532 佐藤 暢芳 茨城県シニアテニス連盟 大峠 昌功  

10 G13722 大峠 昌功 フォールート 75 62 佐藤 暢芳

    大峠 昌功

11  Bye  森田 徹 63 67(5) 10-8

G00015 森田 徹 [3] 川崎テニスクラブ 黒須 美幸  

12 G19588 黒須 美幸 川崎テニスクラブ  徳弘 晴輝

G01420 徳弘 晴輝 高知一宮テニスクラブ  森 成蹊

13 G01249 森 成蹊 奈良国際テニスクラブ 徳弘 晴輝 63 63

G00961 坂井田 元三郎 岐阜ローンテニスクラブ 森 成蹊  

14 G05667 小畑 寿男 名古屋ローンテニスクラブ 62 62 徳弘 晴輝

    森 成蹊

15  Bye  渡辺 聰 76(3) 16 10-2

G00028 渡辺 聰 [2] 川崎テニスクラブ 高瀬 健二  

16 G00014 高瀬 健二 川崎テニスクラブ  

    

欠場者 5 辻本 明 [4] 奈良国際ＴＣ

辻本 朝男 奈良國際テニスクラブ 
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No. 氏名 性別 ランキングポイント選手登録番号 所属団体

1 岡 誠 M 22 607 G05513 親和テニスクラブ
田口 康徳M 26 436 G05430 諫早サンデーテニスクラブ

1 滑川 良雄M 27 411 G01235 神戸ローンテニス倶楽部
赤鹿 晃 M 27 411 G04652 園和テニスクラブ

1 大熊 秋治M 30 350 G13799 ゴールドベル
繩田 清 M 30 350 G10289 平山台テニスクラブ


