
平成14年８月11日～　日

うつぼテニスセンター(東園）
選手名 所属

海野 健太 (東海・高瀬ﾃﾆｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ)
1 1 海野 真司 (東海・高瀬ﾃﾆｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ)

2 bye

佐藤 悠太 (北海道・あけぼのTC)
3 篠川 智大 (北海道・ｽｷﾞﾑﾗTC)

佐藤・篠川

岡田 拓 (東北・ﾓﾘｵｶﾛｲﾔﾙＴＣ) 61 61
4 柳田 直人 (東北・ﾓﾘｵｶﾛｲﾔﾙＴＣ)

小林 省太 (東海・桜丘中)
5 重光 岳 (東海・桜丘中)

熊谷・井上

熊谷 宗敏 (九州・ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ) 63 63
6 井上 貴博 (九州・ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ)

7 bye

泉 秋博 (九州・門司LTC)
8 8 濱野 拓実 (九州・中央ｲﾝﾄﾞｱ)

二村 貴也 (東海・名古屋中)
3 9 足立 和哉 (東海・瀬戸TC)

10 bye

駒田 和也 (関西・ﾐﾙﾌｨｰﾕTC)
11 嶋谷 駿 (関西・ｵｰｼﾞｰｽﾎﾟｰﾂ)

小林・鵜沢

小林 一真 (関東・ｱﾎﾟﾛｺｰｽﾄTC) 63 62
12 鵜沢 周平 (関東・TTC)

飯沼 拓也 (中国・ｸﾞﾘｰﾝTS)
13 小野田 賢 (中国・ｱｻﾋTC)

飯沼・小野田

庭山 大志 (北信越・team HERO) 62 26 63
14 桃崎 昴 (北信越・すがの台TC)

15 bye 海野 健太 (東海・高瀬ﾃﾆｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ)
1 海野 真司 (東海・高瀬ﾃﾆｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ)
会田 翔 (関東・荏原SSC)

佐野 紘一 (四国・HIRO CO) 2 北浦 真斗 (関東・東急嶮山SG)
5 16 近藤 洋平 (四国・TEAM JOY) 二村 貴也 (東海・名古屋中)

3 足立 和哉 (東海・瀬戸TC)
奥村 優一 (関西・ﾊﾟｺﾝ宝塚TCO)

決勝戦 4 辻 富美男 (関西・ﾊﾟｺﾝ宝塚TCO)
佐野 紘一 (四国・HIRO CO)

No.1 佐野・近藤 5 近藤 洋平 (四国・TEAM JOY)
加藤 乃己 (中国・ｶﾄｳTC)

6 猿田 純哉 (中国・ｶﾄｳTC)
水野 陽介 (東海・森林ﾛﾝｸﾞｳｯﾄﾞTC)

No.2 冨田・錦織 7 長谷川 祐一 (東海・森林ﾛﾝｸﾞｳｯﾄﾞTC)
泉 秋博 (九州・門司LTC)

8 濱野 拓実 (九州・中央ｲﾝﾄﾞｱ)
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海野・海野
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佐野・近藤

61 64

二村・足立

64 76(3)

熊谷・井上

60 16 76(3)

シード選手

60 62

海野・海野

57 64 63

佐野・近藤

76(4) 36 75

佐野・近藤

62 76(2)
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選手名 所属

加藤 乃己 (中国・ｶﾄｳTC)
6 17 猿田 純哉 (中国・ｶﾄｳTC)

18 bye

滝川 創史郎 (北信越・勝山ｼﾞｭﾆｱ)
19 柳原 将俊 (北信越・勝山ｼﾞｭﾆｱ)

滝川・柳原

吉田 智哉 (東北・ﾓﾘｵｶﾛｲﾔﾙＴＣ) 60 26 75
20 谷地 彬人 (東北・岩手中)

山下 将平 (北海道・ｳｴｽﾄｺｰｽﾄRC)
21 前田 浩平 (北海道・ｳｴｽﾄｺｰｽﾄRC)

松本・金沢

松本 将 (関東・桜田倶楽部) 64 46 62
22 金沢 誠 (関東・桜田倶楽部)

23 bye

奥村 優一 (関西・ﾊﾟｺﾝ宝塚TCO)
4 24 辻 富美男 (関西・ﾊﾟｺﾝ宝塚TCO)

水野 陽介 (東海・森林ﾛﾝｸﾞｳｯﾄﾞTC)
7 25 長谷川 祐一 (東海・森林ﾛﾝｸﾞｳｯﾄﾞTC)

26 bye

栗山 大輔 (四国・NUTS TT)
27 一宮 拓 (四国・HIRO CO)

冨田・錦織

富田 玄輝 (中国・ｱｻﾋTC) 64 63
28 錦織 圭 (中国・ｸﾞﾘｰﾝTS)

讓尾 建吾 (関西・ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞTC学園前)
29 畑山 貴朗 (関西・ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞTC学園前)

譲尾・畑山

岡崎 康太 (四国・多度津TC) 76(5) 63
30 中野 芳郎 (四国・多度津TC)

31 bye

会田 翔 (関東・荏原SSC)
2 32 北浦 真斗 (関東・東急嶮山SG)

岡藤 良典 (中国・ｶﾄｳTS)
1 池田 喜一郎 (中国・山口ｵｰｻﾝｽTS)

ﾄｰﾅﾒﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ：佐藤政廣 岩田 健太郎 (東海・長良川LTC)
2 伊藤 和博 (東海・ﾌｪｽﾀTC)

ﾚﾌｪﾘｰ：曽我良夫
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会田・北浦

62 36 62

補欠選手

冨田・錦織

60 63

63 64

冨田・錦織

61 61

61 64

冨田・錦織

加藤・猿田

64 46 76(5)

松本・金沢

加藤・猿田

62 46 62
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