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本戦トーナメント（８ゲーム先取　セミノーアドバンテージ）

津浦　隆之 （フィナリスタ） 増渕　実 （真壁テニスクラブ）

落合　聡 （サンテニス） 8-1 8-3 大久保　勉 （真壁テニスクラブ）

池田　和基 （作新学院大学） 堀江　達良 （ウェーブロックＴＣ）

江川　群 （ＶＯＸ） 8-6 Ｊ．Ｆ．本田 （ウェーブロックＴＣ）

土路生 修三（ATB) 8-5 8-2 石塚　高志 (結城ＴＣ）

井口　憲行 （ATB) 関口　紀男 (結城ＴＣ）

ミーゴルラ （筑波学院大学） 8-1 斉木俊一郎 （フリー）

永井　準也 （筑波学院大学） 8-6 矢野　悠介 （フリー）

久保田　淳 （Team　つよし） 8-7 大塚　悠人 （鬼怒商)

川上　功 （Team　つよし） 8-2 8-0 関　翔汰 （鬼怒商)

市村　敬之 （カフェオレ） 小竹　貴繁 （八千代テニス連盟）

須田　俊行 （カフェオレ） 8-1 北野　光夫 （八千代テニス連盟）

吉原　渉 （鬼怒商) 8-2 小松　裕輝 （ちゅぱサー）

石川　達也 （鬼怒商) 保田　祥伍 （ちゅぱサー）

五十畑　三茂(結城ＴＣ） 8-4 8-1 河内　良容 （Ｒiver）

藁科 誠 (ローズＴG） 岡田　誠 （結城サンデーズ）

柴田　大地 （守谷庭球人） 8-6 塚田　真人 （SQUASH)

塚田　恭平 （守谷テニスクラブ） 8-5 真瀬　伸明 （ALL　REDS)

堤　紀和 （ルネサンス水戸） 鈴木  卓也 (結城ＴＣ）

寺田　次郎 （ルネサンス水戸） 8-2 8-4 土門　敬 (結城ＴＣ）

磯貝　正樹 （カフェオレ） 船山　舜 （筑波学院大学）

太田　和則 （カフェオレ） 坂本　史成 （筑波学院大学）

諏訪　浩一 (結城ＴＣ） 8-1 8-7 8-1 北城　勝栄 (結城ＴＣ）

平野　一彦 (結城ＴＣ） 木村　哲 (結城ＴＣ）

羽鳥　賢治 （Ｂest　Ｎow) 8-6 川上　正男 （ＦＴＳ）

島村　和利 （Ｂest　Ｎow) 8-5 堀　秀樹 （ＦＴＳ）

村田　和章 （八千代テニス連盟） 8-5 山本　正延 （Club　Shadow)

秋葉　智宏 （八千代テニス連盟） 毛利　哲也 （Club　Shadow)

宮田　輝夫 (結城ＴＣ） 8-4 野山　裕也 （鬼怒商)

荒川　勝行 (結城ＴＣ） 8-4 8-6 赤羽　健太 （鬼怒商)

熊沢　健二 （八千代テニス連盟） 松田　泰博 (結城ＴＣ）

秋葉　浩之 （八千代テニス連盟） 佐藤　拓 （カフェオレ）

稲葉　薫 （明野テニスクラブ） 8-1 8-0 笠倉　一寿 (Dream）

稲葉　成一 （明野テニスクラブ） 藤田　宏之 (Dream）

斉藤　靖英 （松代倶楽部） 8-1

大里　達也 （松代倶楽部）

敗者戦トーナメント（６ゲーム先取　セミノーアドバンテージ）

諏訪　浩一 (結城ＴＣ） 久保田　淳 （Team　つよし）

平野　一彦 (結城ＴＣ） 6-1 6-3 川上　功 （Team　つよし）

吉原　渉 （鬼怒商) 柴田　大地 （守谷庭球人）

石川　達也 （鬼怒商) 6-1 6-0 塚田　恭平 （守谷テニスクラブ）

石塚　高志 (結城ＴＣ） 大塚　悠人 （鬼怒商)

関口　紀男 (結城ＴＣ） 関　翔汰 （鬼怒商)

堀江　達良 （ウェーブロックＴＣ） 6-4 6-2 松田　泰博 (結城ＴＣ）

Ｊ．Ｆ．本田 （ウェーブロックＴＣ） 佐藤　拓 （カフェオレ）

池田　和基 （作新学院大学） 村田　和章 （八千代テニス連盟）

江川　群 （ＶＯＸ） 6-4 6-3 秋葉　智宏 （八千代テニス連盟）

宮田　輝夫 (結城ＴＣ） 小松　裕輝 （ちゅぱサー）

荒川　勝行 (結城ＴＣ） 保田　祥伍 （ちゅぱサー）

船山　舜 （筑波学院大学） 6-2 6-5 鈴木  卓也 (結城ＴＣ）

坂本　史成 （筑波学院大学） 土門　敬 (結城ＴＣ）

稲葉　薫 （明野テニスクラブ） 6-5 6-3 山本　正延 （Club　Shadow)

稲葉　成一 （明野テニスクラブ） 毛利　哲也 （Club　Shadow)
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