
一般男子
1R 2R QF SF SF QF 2R 1R

山本 貴統 (三菱自動車名製) 木下 翔二朗 (フリー)

大間 俊一郎 (三菱自動車名製) 渡邉 勇人 (フリー)

80 80 津田 彩也 (フリー)

柘植 邦夫 (フリー)

山森 直樹 (40-LOVE) 63 喜多 喜多 忠治 (名古屋グリーンテニスクラブ)

渡辺 倫弘 (40-LOVE) 喜多 喜多 健一郎 (キューブ)

星野 辰夫 (REI) 星野 62 80 稲生 悠也 (フリー)

三枝 知充 (REI) 三枝 田中 佑樹 (フリー)

宮坂 直樹 (フリー) 86 田下 60 杉山 桜井 雄平 (40-LOVE)

藤村 健太 (フリー) 山本 大竹 伊藤 剣 (40-LOVE)

田下 広和 (チーム・スプラッシュ) 84 井上 82 杉山 宜久 (フリー)

山本 圭吾 (レグルス庭球倶楽部) 小山 大竹 一之 (WA！)

足立 秀禎 (Winning Shot!!) 足立 61 木下 85 井上 俊之 (チェリーテニスクラブ)

古井 裕二 (Winning Shot!!) 古井 渡邉 小山 重男 (チェリーテニスクラブ)

鈴木 由則 (RRTC) 鈴木 81 61 種村 丸山 英児 (名古屋グリーンテニスクラブ)

千葉 辰巳 (RRTC) 千葉 天白 丁 一平 (名古屋グリーンテニスクラブ)

筒井 良 (JORDAN T.C.) 85 関 84 種村 和久 (RRTC)

五十嵐 政人 (JORDAN T.C.) 小山 天白 清 (RRTC)

関 純一郎 (豊橋スーパーテニス) 75 片山 83 川松 宥輝 (フリー)

小山 祥希 (フリー) 鹿島 伊藤 優汰 (フリー)

勝野 二徹 (トヨタグリーンテニスクラブ) 98(6) 61 日比野 山田 智広 (ラブ・ウィンテニスクラブ)

成瀬 剛史 (トヨタグリーンテニスクラブ) 鈴木 白山 敬祐 (ラブ・ウィンテニスクラブ)

根本 大地 (フリー) 泊 76(6) 84 日比野 竜一 (フリー)

山崎 雅行 (フリー) 岩崎 鈴木 翔大 (フリー)

泊　裕介 (ＴＴＦ) 82 84 片山 理 (アウトドア部)

岩崎 克哉 (ＴＴＦ) 鹿島 一輝 (アウトドア部)

第27回　豊田室内オープンテニス選手権大会
2014年2月2日(日)  スカイホール豊田（板張りフローリング4面）

シード

　①　山本 貴統・大間 俊一郎（三菱自動車名製）

　②　片山 理・鹿島 一輝（アウトドア部）

　③　足立 秀禎・古井 裕二（Winning Shot!!）

　④　井上 俊之・小山 重男（チェリーテニスクラブ）

13

F

14

2

163

Bye 15

4

[1] 1

[3] 7

8

5

6

11

12

9

10

17

18

19

20

21

23

75

大間
山本

24

25

26[2]

[4]

22



第27回　豊田室内オープンテニス選手権大会
2014年2月1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

1R 2R SF SF 2R 1R

井上 俊之 (チェリーテニスクラブ) 杉山 宜久 (フリー)

小山 重男 (チェリーテニスクラブ) 大竹 一之 (WA！)

高塚 杉山 84 佐々木 正巳 (ヘッドマスターズ)

富田 大竹 中根 貴博 (ヘッドマスターズ)

松井 啓仁 (RRTC) 97 62 河原 越智 英雄 (RRTC)

森 健治 (RRTC) 加藤 太田 敏広 (RRTC)

高塚 敏夫 (STC) 86 勝野 80 河原 儀明 (スクエアテニスクラブ)

富田 賢二 (STC) 前田 62 加藤 泰孝 (スクエアテニスクラブ)

西川 浩司 (RRTC) 西川 60 袴田 尚樹 (RRTC)

平田 光孝 (RRTC) 平田 澤島 秀司 (RRTC)

伊東 勝 (メグリアフレンドクラブ) 80 52RET 宮川 正夫 (西岡 Tennis Freak)

天野 健二 (メグリアフレンドクラブ) 片岡 裕治 (西岡 Tennis Freak)

勝野 二徹 (トヨタグリーンテニスクラブ)
62 63 中島 中島 正敏 (Fore☆Star)

前田 典之 (フリー) 木村 木村 好克 (フリー)

種村 和久 (RRTC)
84 84

井手 英治 (ヘッドマスターズ)

天白 清 (RRTC) 木下 幸和 (フリー)
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シード

　①　井上 俊之・小山 重男（チェリーテニスクラブ）

　②　井手 英治・木下 幸和（ヘッドマスターズ・フリー）
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