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G0000217 塩⾒ 芳彦 湘南ハンドレッドテニスクラブ 塩見 芳彦

G0000172 ⽵下 友基 アイ．テニスクラブ 竹下 友基

G0016709 和⽥ 修 テニスガーデン レニックス W.O 塩見 芳彦

G0020983 神⽥ 泰夫 テニスガーデンレニックス 竹下 友基

G0006788 森⾕ 直之 ⼩平テニス倶楽部 森谷 直之 64 75

G0023600 雑賀 功⼀ ⼩平テニスクラブ 雑賀 功一

G0019605 笠原 良⼀ 湘南ファミリーT/C 75 63 塩見 芳彦

G0024608 ⼭科 律 湘南ファミリーT/C 竹下 友基

G0024139 ⽥島 不可⽌ 明治神宮外苑テニスクラブ 田島 不可止 62 75

G0023645 ⼤塩 俊夫 明治神宮外苑テニスクラブ 大塩 俊夫

G0000159 新美 進 リバーサイドT.C 62 64 成田 周治

G0024453 ⾦丸 ⾦⼈ リバーサイドT･C 伊藤 裕

G0015467 池村 ⾠夫 神⼾ローンテニスクラブ 成田 周治 62 76(0)

G0018066 髙崎 増次 鎌倉宮カントリーテニスクラブ 伊藤 裕

G0000203 成⽥ 周治 セントマリアホスピタルテニスクラブ 61 64 塩見 芳彦

G0019055 伊藤 裕 柏葉 竹下 友基

G0018665 浅井 有⼀郎 京王テニスクラブ 浅井 有一郎 63 76(3)

G0022927 肥後 康⼀ Leads 肥後 康一

G0017400 堀川 道夫 CTA個⼈会員 63 63 浅井 有一郎

G0007286 淵⽥ 孝⼀ 東宝調布テニスクラブ 肥後 康一

G0022857 松本 和明 ⼋幡⼭ローンテニスクラブ 島村 廣信 64 62

G0020839 友野 史郎 ⾜柄ローンテニスクラブ 難波江 学

G0017649 島村 廣信 OJM 36 60 11-9 前田 克己

G0001212 難波江 学 O.J.M 伊藤 達男

G0014657 佐藤 喜三郎 ⾼松ローンテニスクラブ 植野 直樹
26 64 13-11

G0024459 古賀 敏 ⾼松ローンテニスクラブ 岩辺 滋

G0019072 植野 直樹 ナイナイテニスクラブ W.O 前田 克己

G0018566 岩辺 滋 ﾅｲﾅｲﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 伊藤 達男

G0012531 岡野 靜夫 松原テニスクラブ印⻄ 前田 克己 63 64

G0020338 岡崎 博志 千葉県シニアテニスクラブ 伊藤 達男

G0015447 前⽥ 克⼰ 千葉⽥園テニス倶楽部 61 60 塩見 芳彦

G0018379 伊藤 達男 パサニアテニスクラブ 竹下 友基

G0007827 松本 正⼀ ウエストグリーンテニスクラブ 松本 正一 ０１RET

G0020448 ⽵沢 康政 ウエストグリーンテニスクラブ 竹沢 康政

G0017581 ⼤寺 孝幸 越⾕グリーンテニスクラブ 62 62 松本 正一

G0018260 坂巻 健男 越⾕グリーンテニスクラブ 竹沢 康政

G0009683 髙濱 牧⼈ AUT 楢﨑 順司 36 63 10-6

G0006456 旦野 博 船橋さくらテニスクラブ 加藤 功

G0000204 楢﨑 順司 オールサムズ テニスクラブ 67(7) 76(3) 10-5
中村 行男

G0022109 加藤 功 アトム 長井 信

G0014050 ⽯川 隆⼀ 横浜ガーデンテニスクラブ 中村 行男
64 67(5) 10-8

G0001326 松窪 耕⽞ ⽯神井ローンテニスクラブ 長井 信

G0014970 中村 ⾏男 ⽇機装 61 62 中村 行男

G0016156 ⻑井 信 東宝調布テニスクラブ 長井 信

G0022821 ⻘⽊ 曠憲 ケンウッドテニスクラブ 青木 曠憲 64 64

G0022805 渡会 正晃 ケンウッドテニスクラブ 渡会 正晃

G0015672 須賀 賢司 名細テニスクラブ 57 63 10-5 柳川 孝

G0017202 園⽥ 哲夫 アドバンテージ 朝倉 伸行

G0019935 鈴⽊ 孝平 ⼤正セントラルテニスクラブ⽬⽩ 鈴木 孝平

G0018944 井上 雅幾 とつかテニスクラブ 井上 雅幾

G0022841 ⼩野澤 光雄 BEAT  TC（ビートテニスクラブ） 63 62 鈴木 孝平

G0020253 関野 訓 なでしこファミリーテニスクラブ 井上 雅幾

G0017674 早川 ⽤⼆ CTA個⼈会員 近藤 秀憲 64 61

G0016188 本⽥ 嘉郎 ルネサンス鷹之台テニスクラブ 鞘脇 正明

G0017961 近藤 秀憲 総武グリーンテニスクラブ 36 75 10-4 柳川 孝

G0019536 鞘脇 正明 千葉県シニアテニスクラブ 朝倉 伸行

G0019092 三河 忠由 あざみ野ローンテニスクラブ 三河 忠由 60 63

G0008678 深⾒ 栄司 神宮外苑テニスクラブ 深見 栄司

G0022802 我孫⼦ 和夫 東京ローンテニスクラブ W.O 柳川 孝

G0017816 ⽊村 英主 シチズンテニスクラブ 朝倉 伸行

G0002934 芳賀 修 瀬⾕グリーンテニスクラブ 柳川 孝 62 62

G0006365 川崎 克郎 扇テニスクラブ 朝倉 伸行

G0018290 柳川 孝 オレンジヒルテニスクラブ 63 63

G0000924 朝倉 伸⾏ 湘南ハンドレッドTC

64 46 10-4
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