
第28回　豊田室内オープンテニス選手権大会
2013年2月3日(日)  スカイホール豊田（板張りフローリング4面）

一般男子

山本 貴統 (三菱自動車名製) 鈴木 裕也 (テニス村)

大間 俊一郎 (三菱自動車名製) 鹿島 一輝 (アウトドア部)

今田 桂輔 (フリー) 喜多 ８０ ８１ 松浦 友哉 (REI)

鈴木 尊也 (ラッキーショット) 喜多 北嶋 寿樹 (REI)

喜多 忠治 (名古屋ＧＴＣ) ８１ ６２ 関 関 純一朗 (豊橋スーパーテニス)

喜多 健一郎 (キューブ) ６１ 小山 小山 祥希 (豊橋スーパーテニス)

渡辺 勝也 (TEAM AZIZAN) 土橋 ８５ 西川 浩司 (RRTC)

森永 賢太 (TEAM AZIZAN) 岩崎 平田 光孝 (RRTC)

土橋 慧亮 (TTF) ８１ ６４ 山本 圭吾 (レグルス庭球倶楽部)

岩崎 克哉 (TTF) 田下 広和 (チーム・スプラッシュ)

越智 英雄 (RRTC) 越智 ６３ 山本 ８４ 大池 開平 (TTF)

種村 和久 (RRTC) 種村 田下 長野 拓士 (TTF)

末松 啓吾 (TTF) ８６ 井上 ６３ 佐藤 裕 (Winning Shot!!)

石井 大祐 (TTF) 小山 山本 我妻 佑宇 (Winning Shot!!)

河田 則彦 (フレーマーズ) ６２ 大間 宮川 W.O 山森 直樹 (40-LOVE)

矢野 悟 (フリー) ６４ 片岡 渡辺 倫弘 (フリー)

井上 俊之 (フリー) ８２ 鈴木 ８２ 宮川 正夫 (西岡 Tennis Freak)

小山 重男 (フリー) 鹿島 片岡 裕治 (西岡 Tennis Freak)

山下 修司 (TTF) 志村 ６４ ７５ 小松 徹 (TTF)

坂本 貴紀 (TTF) 星野 石井 洪平 (TTF)

志村 佑亮 (REI) W.O W.O 筒井 良 (JORDAN T.C.)

星野 辰夫 (REI) 足立 五十嵐 政人 (JORDAN T.C.)

平原 慎二 (YY_tennis チーム) ８４ 古井 ８０ 原田 彰洋 (RRTC)

森 賢太郎 (YY_tennis チーム) ６１ 川島 功三 (RRTC)

野上 秀樹 (MAKENAIDE) 上田 ８３ 上田 幸雄 (フリー)

小林 清成 (朝日丘テニスクラブ) 大谷 大谷 太郎 (フリー)

足立 秀禎 (てにすけ) ８２ 中村 ６３ 勝野 榊原 正嗣 (40-LOVE)

古井 裕二 (てにすけ) 川村 成瀬 伊藤 剣 (40-LOVE)

中村 謙一 (TTF) ６３ ８１ 勝野 二徹 (トヨタＧＴＣ)

川村 裕和 (TTF) 横山 成瀬 剛史 (トヨタＧＴＣ)

山田 和宏 (40-LOVE) W.O 宮崎 立脇 松尾 信宏 (三菱自動車名製)

桜井 雄平 (40-LOVE) ６２ 水野 前田 崇雅 (三菱自動車名製)

鬼頭 芳明 (ATC （S）) ８６ ８４ 立脇 雄也 (YY_tennis チーム)

河本 政義 (フリー) 水野 将由 (YY_tennis チーム)

水田 貴文 (アウトドア部) W.O ８４ 横山 寛仁 (TTF)

片山 理 (アウトドア部) 宮崎 祐一 (TTF)

[1] 1 19

2 20

3 21

4 22

5 23

6 24

7 25

8 26

9 [3] 27

[4] 10 28

11 29

12 30

13 31

14 32

15 33

16 34

35

18 [2] 36

17



第28回　豊田室内オープンテニス選手権大会
201３年2月2日(土)  スカイホール豊田（板張りフローリング4面）

男子45歳

井上 俊之 (フリー) 西川 勝野 二徹 (トヨタＧＴＣ)

小山 重男 (フリー)
井上 平田 冨士 和仁 (てにすけ)

岩瀬 広親 (フリー) 袴田 ８２ 小山 ８４ 西川 浩司 (RRTC)

加藤 大士 (フリー) 澤島 ６４ 井手 平田 光孝 (RRTC)

袴田 尚樹 (RRTC)
８４ 木下 松井 林 英市 (朝日丘テニスクラブ)

澤島 秀司 (RRTC) ６３ ６３ 森 小林 清成 (朝日丘テニスクラブ)

越智 英雄 (RRTC) 杉山 ８１ 松井 啓仁 (RRTC)

種村 和久 (RRTC) 大竹 森 健治 (フリー)

杉山 宜久 (フリー)
８３ ８２ 井手 英治 (名古屋ＧＴＣ)

大竹 一之 (フリー) 木下 幸和 (テックTT)

9

[1] 1 6

2 7

5 [2] 10

3 8

4


