
平成14年８月11日～　日

うつぼテニスセンター(西園）

選手名 所属

喜多 文明 (関東・Fﾃﾆｽ)
1 1 小ノ澤 新 (関東・Fﾃﾆｽ)

喜多・小ノ澤

小川 陽平 (四国・高松北高) 64 63
2 松本 貴洋 (四国・高松高)

小澤 智章 (北信越・すがの台TC)
3 上条 琢也 (北信越・すがの台TC)

平岡・近藤

平岡 拓 (四国・新田高) 63 62
4 近藤 真司 (四国・新田高)

小山 慶大 (九州・柳川高)
5 吉備 雄也 (九州・柳川高)

小山・吉備

小野 加寿也 (九州・佐賀GTC) 46 62 64
6 平沼 光水 (九州・佐賀GTC)

鈴木 隆史 (関西・大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ )
7 磯田 佑太郎 (関西・大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ )

土井・長友

土井 悠次 (関西・開智高) 62 76(5)

8 8 長友 天道 (関西・開智高)

竹内 優志 (関東・ＪＩＴＣ)
3 9 門司 英輔 (関東・TEAM NORTH)

沓脱・藤井

沓脱 恭兵 (関西・ﾊﾟｺﾝ宝塚TCO) 76(4) 60
10 藤井 貴信 (関西・ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81TC)

乗田 大輔 (関東・東急嶮山SG)
11 芝田 雅司 (関東・東急嶮山SG)

乗田・芝田

酒井 正利 (東海・竜南TC) 61 57 61
12 佐藤 公亮 (東海・竜南TC)

佐藤 翔太 (北海道・ｼﾞｽﾄ)
13 佐藤 涼二 (北海道・ｼﾞｽﾄ)

加藤・松井

加藤 尚敬 (東海・静岡高) 61 62
14 松井 大和 (東海・静岡高)

松村 佑太 (北海道・室蘭ﾃﾆｽ協会)
15 雪田 拓 (北海道・立命館慶祥高) 喜多 文明 (関東・Fﾃﾆｽ)

1 小ノ澤 新 (関東・Fﾃﾆｽ)
山本・宮腰 浅利 悠生 (北海道・あけぼのTC)

山本 英智 (関東・荏原SSC) 62 61 2 千葉 直也 (北海道・あけぼのTC)

5 16 宮腰 洋人 (関東・荏原SSC) 竹内 優志 (関東・ＪＩＴＣ)
3 門司 英輔 (関東・TEAM NORTH)

野上 琢磨 (東海・名古屋高)
決勝戦 4 長谷川 純一 (東海・名古屋高)

山本 英智 (関東・荏原SSC)
No.1 喜多・小ノ澤 5 宮腰 洋人 (関東・荏原SSC)

野口 敏裕 (東海・名古屋高)
6 牛田 敦之 (東海・森林ﾛﾝｸﾞｳｯﾄﾞTC)

石井 幹人 (九州・龍谷高)
No.2 石川・小野 7 金城 亘 (九州・龍谷高)

土井 悠次 (関西・開智高)
8 長友 天道 (関西・開智高)

喜多・小ノ澤
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選手名 所属

野口 敏裕 (東海・名古屋高)
6 17 牛田 敦之 (東海・森林ﾛﾝｸﾞｳｯﾄﾞTC)

野口・牛田

坂本 浩一 (九州・筑陽学園高) 62 62
18 今村 謙吾 (九州・筑陽学園高)

金原 良介 (東海・浜松南高)
19 増田 兆孝 (東海・ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙTC)

井上・楳原

井上 敬介 (東海・日本大学三島高) 46 60 62
20 楳原 祐希 (東海・日本大学三島高)

竹浪 康弘 (東北・岩手高)
21 石田 孝啓 (東北・岩手高)

竹浪・石田

豊田 聖也 (中国・岡山理大付属高) 46 63 64
22 平 真弥 (中国・岡山理大付属高)

赤羽 毅朗 (関東・JITC)
23 天野 真廣 (関東・JITC)

赤羽・天野

野上 琢磨 (東海・名古屋高) 64 57 76(5)

4 24 長谷川 純一 (東海・名古屋高)

石井 幹人 (九州・龍谷高)
7 25 金城 亘 (九州・龍谷高)

石井・金城

脇谷 大二郎 (関東・荏原SSC) 75 62
26 有木 雄一郎 (関東・荏原SSC)

佐藤 直也 (中国・関西高)
27 多田 光志朗 (中国・関西高)

佐藤・多田

赤穂 賢司郎 (北信越・松商学園高) 63 63
28 片山 理 (北信越・松商学園高)

石川 浩平 (中国・岡山理大付属高)
29 小野 智敬 (中国・岡山理大付属高)

石川・小野

萬里小路 直秀 (関東・ＪＩＴＣ) 64 61
30 中原 幹 (関東・足立学園高)

中澤 祐太 (東北・ﾅｽﾊﾟTA)
31 洞口 隼 (東北・ﾅｽﾊﾟTA)

浅利・千葉

浅利 悠生 (北海道・あけぼのTC) 62 75
2 32 千葉 直也 (北海道・あけぼのTC)

田中 允丈 (関東・ﾋﾞｯｸﾞK)
1 山崎 雄大 (関東・ﾋﾞｯｸﾞK)

ﾄｰﾅﾒﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ：佐藤政廣 石川 達也 (関西・神戸高)
2 垣本 真吾 (関西・灘高)

ﾚﾌｪﾘｰ：曽我良夫
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