
３５ＭＤ
氏名 所属 １R SF F

1 辻孝彦 テニスユニバース
ケニージェームス メガロス東神奈川
2 bye

辻ジェームス

3 安居院公隆 佐世保東翔高校 6376(5)

大屋武広 かわたなTC 栗本箭内

4 栗本大資 高松ローンテニスクラブ 6364
箭内裕之 高松ローンテニスクラブ 辻ジェームス

5 梅津英雄 西福岡テニスクラブ 6175
松尾正寛 スパウェルネス 太田岡本

6 太田茂秀 RKKルーデンステニスクラブ 6375
岡本一郎 M.T.G 岡田堺
7 bye 6260

シード
8 岡田和彦 ダンロップスポーツ 1 辻孝彦
堺武司 トップランテニスカレッジ加古川 ケニージェームス

2 岡田和彦
堺武司

４０ＭＤ
氏名 所属 1R 2R SF F

1 秋山敏行 Club  Hit
浜中義治 Club  Hit
2 山口政和 スポーツクラブエスタ諏訪野 秋山浜中

馬場勝也 RKKルーデンステニスクラブ 山口馬場 W O
3 細井聡 あすなろ印刷 635776(1)

岩波克仁 AQUABELLE 秋山浜中

4 伊藤健二 モリカT.C 6464
沼尻満男 J.S.P.I.
5 前田瑞晴 （株）リコー 伊藤沼尻

岩見亮 メガロス大和 7562
6 bye

堀江太田
7 中牟田康 九州電力 7563
末吉徹也 日本航空（株） 木下酒井田

8 木下浩法 ファインヒルズテニスクラブ 1676(2)62 木下酒井田

酒井田誠 キャンプ・ツー 266364
9 上間康隆 湘南平ＴＣ
島田聡司 ラック港南台テニスガーデン 堀江太田

10 御代元 明治神宮外苑テニスクラブ 6164
永山寿一 サンテニスアカデミー 佐々木工藤

11 佐々木拓 恵庭市役所 76(6)64 堀江太田

工藤秀則 北海道警察 6464
12 堀江史朗 グランドスラム シード
太田正巳 アートヒルテニスクラブ

1 秋山敏行



４５ＭＤ

氏名 所属 1R SF F
1 吉原秀樹 小平テニスクラブ
須藤亨 にこにこテニスクラブ 吉原須藤

2 柳沢学 富士見ガ丘ローンテニスクラブ 6262
緒方公生 ウインブルドン九州テニスクラブ 所西垣
3 所眞人 大井町ファミリーテニスクラブ 645762
西垣彰二 テニスユニバース 所西垣
4 島村信明 明治神宮外苑テニスクラブ 643664
原文雄 MBSロイヤルTC 上本廣岡

5 土橋直樹 飯能テニス倶楽部 7564
宮崎雅 カトレヤテニスガーデン鴻巣 土橋宮崎

6 蓮康夫 和泉テニスクラブ 6363
東原篤 イースト・フィールド 上本廣岡

7 宮田一登志 ミタカテニスクラブ 6263
安藤修 明治神宮外苑テニスクラブ 上本廣岡 シード
8 上本徳治 上本テニススクール 6360 1 吉原秀樹
廣岡孝通 TEAM  JANNU 須藤亨

2 上本徳治
廣岡孝通

５０ＭＤ

氏名 所属 １R ２R SF F
1 麦富栄 塩見塾
川畑俊英 チームT.K
2 菊地幹樹 吉田記念テニス研修センター 麦川畑
太田和彦 萩山テニスコート 藤岡廣石 366363
3 藤岡修美 スクランブル 577564
廣石睦 スクランブル 菊地浜條

4 菊地宏樹 インフィニティT.C. 631675
浜條和弘 グランドスラム
5 bye 菊地浜條

6464
6 今村克志 クリーンビレッジT.C
村岡安次 長住テニスクラブ 菊地浜條
7 上原久雄 高松ローンテニスクラブ 67(3)6375
古賀敏 高松ローンテニスクラブ

8 bye 貝谷皆川

WO
9 貝谷朝清 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ

皆川勉 和泉テニスクラブ 福井小幡

10 久世進 ザ・サステゴ・クラブ 754633ret

深野木隆 ザ・サステゴ・クラブ

11 bye 福井小幡

6063
12 福井雄治 ふくいテニスクラブ



５５ＭＤ

氏名 所属 １R ２R SF F
1 福田正 グランドスラム
奥村迪雄 古川テニス企画
2 永井隆 前橋ローンテニスクラブ 永井黒沢

黒沢豊作 ラポームあすなろラケットクラブ 永井黒沢 644663
Q 3 清水道夫 SGTクラブ 466164

杉山学 SGTクラブ 上田川口

4 堀内秀郎 イーグル 6276(2)

小林仁 宝塚PLTC
Q 5 森美彦 キロメキテニスクラブ 上田川口

川中保男 チッソ水俣 上田川口 6363
6 上田滋 高井戸ダイヤモンドT.C. 6161
川口和秋 高井戸ダイヤモンドT.C. 内藤山本

Q 7 永松岩雄 空自春日テニスクラブ ７６（４）７５

徳永和夫 香椎クラシックテニスクラブ 永松徳永

Q 8 田渕治文 佐賀グリーンテニスクラブ 755775 永松徳永
津山勝 佐賀クラブ 266164
9 田代晴宣 明治神宮外苑テニスクラブ シード
名黒明徳 朝日生命 内藤山本 1 福田正

LL 10 我孫子和夫 ミタカテニスクラブ 266175 奥村迪雄
松浦民三 ミタカテニスクラブ 我孫子松浦 2 内藤義雄

11 鶴達郎 桜台テニスクラブ 6176(3) 内藤山本 山本敏雄
大沢誠 深谷T.C 633663 3 堀内秀郎

12 内藤義雄 横浜ガーデンテニスクラブ 小林仁
山本敏雄 横浜ガーデンテニスクラブ 4 田代晴宣

名黒明徳

予選

1 清水道夫 SGTクラブ
杉山学 SGTクラブ 清水道夫
2 bye 杉山学
bye
3 永松岩雄 空自春日テニスクラブ

徳永和夫 香椎クラシックテニスクラブ 永松岩雄
4 bye 徳永和夫
bye
5 田渕治文 佐賀グリーンテニスクラブ

津山勝 佐賀クラブ 田渕治文
6 bye 津山勝
bye
7 森美彦 キロメキテニスクラブ

川中保男 チッソ水俣 森美彦
8 我孫子和夫 ミタカテニスクラブ 8 5 川中保男
松浦民三 ミタカテニスクラブ



６０ＭＤ

氏名 所属 １R ２R SF F
1 梅原豊治 徳山ローンテニスクラブ

山野健 あたごテニスクラブ
2 池田洋一 香椎クラシックテニスクラブ 阪口横山

田中康之 キロメキテニスクラブ 阪口横山 6476(3)

3 阪口京二 寒川ローンテニスクラ 6164
横山征児 狛江ローンテニスクラブ 中川大蔵

4 今中隆雄 ブルドンウィン 166176(3)

松井成男 庭仁貴知・TC
5 bye 中川大蔵

bye W O
6 中川一紀 ミタカテニスクラブ
大蔵文治 小倉ローンテニスクラブ 田口松村
7 日高重信 別府ローンテニスクラブ W O
渕上貞之 空自春日基地テニスクラブ

8 bye 田口松村

bye 6362
9 田口正樹 金町テニスガーデン
松村勝之 キリンクラブ 田口松村

10 水田浩 三菱化学 6261
大野周二 長住テニスクラブ

11 bye 合瀬安藤

bye 6463
12 合瀬武久 西福岡クレーン シード
安藤経世 ラケットハウスシード 1 梅原豊治

山野健
2 合瀬武久
安藤経世



６５ＭＤ

氏名 所属 １R ２R SF F
1 守屋明 セキスイTC
細川啓二朗 高知ローンＴＣ
2 藤田暎 アキラI.T.C 守屋細川

川端正志 マントミＴＣ 藤田川端 632664
Q 3 阿久津元秀 明治神宮外苑テニスクラブ 7561

尾台正司 明治神宮外苑テニスクラブ 大野杉本

4 大野悦一 西南クラブ 6464
杉本政司 別府ローンテニスクラブ

5 土屋善二 チーム・ダイヤモンド 大野杉本

向井龍義 広ローンテニスクラブ 土屋向井 632676(7)

6 塩沢清和 WIN FIELD青葉台テニスクラブ 6364
高橋敏雄 三井物産（株） 小西広瀬

Q 7 中村靖之介 南千里テニスの会 76(2)61
木村昌一 ロイヤルガーデンＴＣ 中村木村

Q 8 須藤寛 名古屋ローンテニスクラブ 76(5)76(5) 小西広瀬

三宅隆信 名古屋ローンテニスクラブ 6062
9 小西一三 名古屋ローンテニスクラブ

広瀬均 ひろせテニススクール 小西広瀬

Q 10 海津潤太郎 国立競技場テニス場 6461
福田徳之 武蔵野ローンテニスクラブ 古田勝又

11 古田壌 RKKルーデンステニスクラブ 6161 古田勝又

勝又康次 キリンクラブ 6461
12 藤原堅三 ヤオスポーツ シード
鈴木博武 横浜ITＣ 1 守屋明

細川啓二朗
2 藤原堅三
鈴木博武
3 小西一三
広瀬均
4 大野悦一
杉本政司

予　選
1 阿久津元秀 明治神宮外苑テニスクラブ

尾台正司 明治神宮外苑テニスクラブ 阿久津元秀
2 bye 尾台正司
bye
3 須藤寛 名古屋ローンテニスクラブ

三宅隆信 名古屋ローンテニスクラブ 須藤寛
4 重松隆矣 ウインブルドン九州テニスクラブ 8 4 三宅隆信
西村充生 長住テニスクラブ
5 渡邊茂 水無瀬グリーンテニスクラブ

勝田茂 CSJつくばテニスガーデン 中村靖之介
6 中村靖之介 南千里テニスの会 8 5 木村昌一



７０ＭＤ

氏名 所属 1R SF F
1 佐野健 甲子園テニスクラブ
善野史郎 甲子園テニスクラブ 本村鍋島

Q 2 本村道生 小倉ローンテニスクラブ 644663
鍋島幸次 TOTO 松堂松原

3 靏丸益也 ウインブルドン九州ＴＣ 467562
尾田行令 ウエストテニスクラブ 松堂松原

4 松堂力 奈良国際LTC 6276(4)

松原永次 桜台テニスクラブ 辻本辻本

Q 5 坂井田元三郎 岐阜LTC 6275
小畑寿男 名古屋LTC 坂井田小畑

6 津城正 福岡テニスクラブ 644663
岩本忠 BRIRTHテニスクラブ 辻本辻本

7  辻本明 奈良国際LTC 67(3)6361

辻本朝男 奈良国際LTC 辻本辻本

8 岡誠 親和テニスクラブ 6360 シード
田口康徳 諫早サンデーテニスクラブ

1 佐野健
善野史郎
2 岡誠
田口康徳

予選
1 坂井田元三郎 岐阜LTC
小畑寿男 名古屋LTC 坂井田元三郎
2 bye 小畑寿男
bye
3 本村道生 小倉ローンテニスクラブ

鍋島幸次 TOTO 本村道生
4 井川宏 ミタカテニスクラブ  8 3 鍋島幸次
小林直 明治神宮外苑テニスクラブ

７５ＭＤ

氏名 所属 1R SF F
1 中村啓秀 香枦園テニスクラブ
赤鹿晃 園和テニスクラブ
2 bye

中村赤鹿

3 今野丈雄 桜台テニスクラブ 6060
伊藤謙哉 石神井ローンテニスクラブ 柳沢朴沢

4 柳沢彰 パパステニスクラブ若神子 6162
朴沢隼三 札幌LTC 中村赤鹿

5 松川徳次 大野城市テニス協会 6060
関栄蔵 大阪国際ローンテニスクラブ 松川関
6 滝沢政道 鎌倉宮カントリ テニスクラブ 6161


