
壮年男子シングルス

1. 重村 威生 )( ﾌｫﾚｽﾄ   33. 川尻 康夫 )( KTC会   

2. Ｂｙｅ 34. Ｂｙｅ

3. 牛島 陸紀 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     35. 鈴木 勇雄 )( ﾌｫﾚｽﾄ   

4. 梅原 忍 )( インドア  36. 田中 達雄 )( 名細      

5. 福田 和彦 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     37. 張替 正行 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     

6. 中村 孝広 )( 庭球塾   38. 大塚 伸二 )( 一般      

7. 藤井 嘉雄 )( 霞ヶ関    39. 関根 光生 )( レイク     

8. 浅見 一宏 )( KTC会   40. 河内 常一 )( ﾌｫﾚｽﾄ   

9. 安達 真也 )( パル      41. 梶浦 博之 )( 庭球塾   

10. 大室 一治 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     42. 田村 定三 )( ﾛｲﾔﾙ     

11. 根市 勉 )( ﾌｫﾚｽﾄ   43. 藤川 秀雄 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     

12. 野村 順一 )( 一般      44. 松本 政之 )( ﾌｫﾚｽﾄ   

13. 大石 佳秀 )( ﾛｲﾔﾙ     45. 宮原 豊 )( 名細      

14. 中山 毅 )( レイク     46. 岸田 秀一 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     

15. Ｂｙｅ 47. 土田 正美 )( パル      

16. 小倉 桂一 )( 一般      48. 中山 秀樹 )( 遊乗会   

17. 有賀 耕司 )( ﾌｫﾚｽﾄ   49. 関根 貞雄 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     

18. Ｂｙｅ 50. Ｂｙｅ

19. 和田 秀雄 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     51. 北垣 克己 )( 庭球塾   

20. 東城 利一 )( 一般      52. 竹下 修史 )( ｱﾍﾞﾝﾃｽ  

21. 小池 一雄 )( パル      53. 萩原 文雄 )( ﾌｫﾚｽﾄ   

22. 内田 卓之 )( KTC会   54. 浜地 敏夫 )( KTC会   

23. 鈴木 貞男 )( 東洋組   55. 竹内 和夫 )( ﾛｲﾔﾙ     

24. 太田 浩一 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     56. 貴志 修己 )( 名細      

25. 石井 幹雄 )( ＨＫ       57. 西留 清比古 )( 霞ヶ関    

26. 長谷川 哲雄 )( ﾌｫﾚｽﾄ   58. 成田 英冶 )( ﾌｫﾚｽﾄ   

27. 狩野 正人 )( 一般      59. 小林 治 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     

28. 山口 隆久 )( ﾌｫﾚｽﾄ   60. 内海 正雄 )( 一般      

29. 合田 一雄 )( 庭球塾   61. 冨田 延始 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     

30. 吉野 泉 )( KTCo    62. 角田 信夫 )( ﾌｫﾚｽﾄ   

31. Ｂｙｅ 63. Ｂｙｅ

32. 小田切 信夫 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     64. 田家 達也 )( あさき     
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