
一般男子シングルス ※6ゲーム先取 (5-5タイブレーク)    4R以降は6ゲームマッチ（6-6タイブレーク）

  

96

2R 12：30集合

Bブロック  11月7日（日）　1R 11：30集合

11月14日（日）
　7：45集合

95

48 竹井 賢一 (My Tennis)
3位決定戦

佐藤 勝亨 (My Tennis)

47 粕谷 洋一 (とれはん) 神田 茂 (ラビット)

93

46 寺崎 聡志 (ラビット) 八木 翔太 (＋１) 94

45 河野 隆信 (オーラショット) 相川 裕一 (SEED)

91

44 結城 政則 (＋１) 平賀 仁 (LOOP) 92

43 吉野 充晃 (ラビット) 長谷川 広宜 (フリー)

89

42 渡邉 尚人 (LOOP) 飯田 充美 (ラビット) 90

41 石黒 純平 (QUATTRO) 萩原 慎太郎 (＋１)

87

40 武田 洋 (ラビット) 澤田 俊博 (QUATTRO) 88

39 江藤 雄作 (QUATTRO) 磯部 典雄 (＋１)

85

38 粟飯原 昂輝 (とれはん) 宮川 孔志 (ラビット) 86

37 田島 幹久 (ラビット) 竹部 俊也 (LOOP)

83

36 原澤 広平 (LOOP) 坂井 紀幸 (LOOP) 84

35 小野 洋美 (BOSS) 鴫原 崇 (QUATTRO)

81

34 多田 健 (ラビット) 山口 真司 (ラビット) 82

33 大島 壮将 (QUATTRO) 櫻井 一将 (LOOP)

79

32 八木 牧夫 (＋１) 木内 達也 (ラビット) 80

31 根木 潤 (ラビット) 木村 温和 (オーラショット)

77

30 宮部 和夫 (ラビット) 田中 康弘 (My Tennis) 78

29 金敷 毅 (BOSS) 内山 幸一 (オーラショット)

75

28 松本 拓也 (LOOP) 内納 猛夫 (ラビット) 76

27 渡邉 芳輝 (My Tennis) 三浦 雅也 (QUATTRO)

73

26 渡辺 誠 (ラビット) 大峡 治幸 (ラビット) 74

25 御園生 芳裕 (フリー) 宮島 健輔 (＋１)

71

24 松崎 航 (QUATTRO) 神 司 (QUATTRO) 72

23 松田 裕 (ラビット) 東 大介 (オーラショット)

69

22 栗原 茂 (BOSS) 小沢 聡司 (ラビット) 70

21 加藤 益男 (ラビット) 菅原 満浩 (My Tennis)

67

20 小椋 昭生 (QUATTRO) 酒井 哲也 (フリー) 68

19 宮腰 清 (LOOP) 前田 恭男 (ラビット)

65

18 寺崎 英二 (美しが丘) 白土 宗一 (LOOP) 66

17 山口 陽平 (ラビット) 宮本 克浩 (＋１)

63

16 西尾 聡一郎 (LOOP) 大嶋 智則 (ラビット) 64

15 五十嵐 篤生 (ラビット) 栗並 秀男 (グリーン)

61

14 日暮 日勢 (BOSS) 高橋 幸弘 (BOSS) 62

13 佐藤 博 (かやはし) 伊藤 実 (ラビット)

59

12 広鹿 太一 (ラビット) 土田 勝 (SEED) 90

11 福本 健吾 (オーラショット) 佐藤 元則 (My Tennis)

57

10 池内 亮男 (LOOP) 青柳 伸和 (ラビット) 58

9 安田 雅芳 (SEED) 飛知和 克成 (フリー)

55

8 大迫 史亨 (ラビット) 村瀬 龍希 (フリー) 56

7 石川 聖 (とれはん) 海野 真 (ラビット)

53

6 寄木 智裕 (オーラショット) 服部 共師 (LOOP) 54

5 吉岡 真吾 (とれはん) 小川 貴広 (とれはん)

51

4 宮崎 和樹 (WTC) 橋本 新 (ラビット) 52

3 秋山 康博 (ラビット) 安西 博和 (オープンエアー)

Ａブロック  11月7日（日）　1R 7：45集合

2R 8：45集合

49

2 平木 勲 (T.ASKA) 宮本 博介 (ラビット) 50

1 栗林 功 (フリー) 松田 寛之 (LOOP)


