
平成25年度　豊田スポーツレクリエーションテニス大会　＜一般混合ダブルス－Ⅰ＞

会場責任者 ： 猿原　

1R 2R QF SF Ｆ SF QF 2R 1R

冨田 一行 (REI) 篠原 奥村 幸年 (ドラゴンボール)

児玉 美幸 (FRI) 新谷 伊澤 和加代 (ドラゴンボール)

長良 和敏 (MAKENAIDE) 長良 ６１ ６２ 篠原 祐二 (フリー)

長良 友代 (MAKENAIDE) 長良 新谷 千秋 (センターラケット)

浅井 隆弘 (レグルス庭球倶楽部) 76(3) 小林 ６１ 橋本 和奈 (フラワー)

浅井 由美 (コバリテニスパーク) 立野 杉本 真一 (フリー)

安藤 元旗 (arT.C) ６３ ６１ 曾我部 健司 (YY_tennis チーム)

生稲 由紀子 (三菱自動車名製) 大屋 寿重子 (YY_tennis チーム)

佐々木 徹 (YY_tennis チーム) ６０ 安藤 ６０ 小林 功弥 (WILD JOKER)

足立 由美子 (YY_tennis チーム) 生稲 立野 和子 (スパシオⅡ)

保田 真吾 (串吉) 保田 ６２ ６１ 滝澤 源司 (カミング)

安部 裕子 (プログレス) 安部 竹内 陽子 (カミング)

平石 進 (センターラケット) ６４ ６４ 岩本 磯田 谷口 早苗 (名古屋グリーンテニスクラブ)

橘 真美 (センターラケット) 山﨑 小山 磯松 武 (ブランダーズテニスクラブ)

渥美 誠 (RRTC) ６１ ６２ 磯田 孝 (FRI)

岸本 明子 (RRTC) 小山 麻衣子 (FRI)

堀田 信和 (YY_tennis チーム) 堀田 ６１ ６４ 鈴木 雅博 (Fore☆Star)

吉田 里香 (YY_tennis チーム) 吉田 佐藤 信子 (Fore☆Star)

広瀬 宏樹 (Team Gut’s) ６１ 渥美 ６２ 岡戸 成吾 (サンエイテニスクラブ)

渕上 志緒理 (Team Gut’s) 岸本 石川 八恵美 (プログレス)

寺田 清孝 (アールグレイ) 杉田 ６２ W.O 金本 正男 (センチュリーテニスクラブ)

廣瀬 安子 (アールグレイ) 堀内 佐々木 真希子 (e＆fテニスクラブ)

杉田 博史 (HTP JAPAN) ６３ 小林 ６０ 岩本 圭史 (RAIN)

堀内 真理 (HTP JAPAN) 幾永 山﨑 有加 (RAIN)

小林 清成 (WILD JOKER) ６３ シード

幾永 みどり (朝日丘テニスクラブ)
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平成25年度　豊田スポーツレクリエーションテニス大会　＜一般混合ダブルス－Ⅰ＞

佐々木 徹 (YY_tennis チーム) 平石 進 (センターラケット)

足立 由美子 (YY_tennis チーム) 平石 橘 真美 (センターラケット)

橘

・モシー・ラヴィー (フリー) ６２ ６１ 広瀬 宏樹 (Team Gut’s)

石川 八恵美 (プログレス) 渕上 志緒理 (Team Gut’s)

鈴木 雅博 (Fore☆Star) ６３ ６５ 谷口 早苗 (名古屋グリーンテニスクラブ)

佐藤 信子 (Fore☆Star) 滝澤 磯松 武 (ブランダーズテニスクラブ)

竹内

滝澤 源司 (カミング) ６４ 谷口

竹内 陽子 (カミング) ６２ 磯松

６４

寺田 清孝 (アールグレイ) 浅井 橋本 和奈 (フラワー)

廣瀬 安子 (アールグレイ) 浅井 金本 杉本 真一 (フリー)

６５ 佐々木

浅井 隆弘 (レグルス庭球倶楽部) ６０ 金本 正男 (センチュリーテニスクラブ)

浅井 由美 (コバリテニスパーク) 佐々木 真希子 (e＆fテニスクラブ)

【 コンソレーション 】
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平成25年度　豊田スポーツレクリエーションテニス大会　＜一般混合ダブルス－Ⅱ＞

会場責任者 ： 猿原　

1R 2R QF SF Ｆ SF QF 2R 1R

平石 康雄 (センターラケット) 鷲尾 勝又 勝又 弘美 (T-win)

伊藤 績子 (センターラケット) 五十嵐 神谷 神谷 久美子 (TET)

平野 日出史 (プログレス) ７５ ７５ 平原 山脇 治己 (HTP JAPAN)

古澤 志信 (プログレス) 新美 石原 愛 (HTP JAPAN)

鷲尾 純 (e＆fテニスクラブ) ６０ 柿本 清水 ６０ 平原 慎二 (YY_tennis チーム)

五十嵐 千恵 (フリー) 松木平 川島 新美 幹 (YY_tennis チーム)

今枝 正継 (TTS) ７５ ６３ 永谷 公一 (FRI)

中谷 由香子 (TTS) 小野 智子 (FRI)

中谷 真路 (YY_tennis チーム) W.O ６３ 清水 弘一 (プログレス)

中谷 季子 (YY_tennis チーム) 川島 八千代 (プログレス)

柿本 敏宏 (リリークィーンズ) ６２ ６１ 黒野 純 (Fore☆Star)

松木平 恵美 (TET) W.O 鎌田 伊藤 規子 (Fore☆Star)

田中 亮英 (JORDAN T.C.) 下林 青井 若山 五十嵐 章浩 (Team Gut’s)

久保田 志保 (ラッキーショット) 遠藤 ６４ 清水 中山 好恵 (Team Gut’s)

小島 勝憲 (K.J.) ６１ ６２ 若山 勝弘 (センターラケット)

杉浦 さとみ (K.J.) 清水 美奈子 (センターラケット)

下林 直人 (楽しいが一番) ６１ ６３ 安田 稔 (ブランダーズテニスクラブ)

遠藤 美紀子 (楽しいが一番) 飯塚 清子 (アルタビスタ)

志村 佑亮 (REI) ６３ ６２ 上村 上村 幸弘 (TET)

笹川 佳倫 (REI) 上之郷 上之郷 歌純 (TET)

鷲見 信行 (プログレス) ６２ ７５ 大島 徳洋 (STC)

川満 奈々子 (プログレス) 山内 志穂 (リリークィーンズ)

本多 通 (カミング) ６１ シード ６３ 鎌田 元 (YY_tennis チーム)

本多 稲子 (カミング) 青井 陽子 (YY_tennis チーム)
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平成25年度　豊田スポーツレクリエーションテニス大会　＜一般混合ダブルス－Ⅱ＞

小島 勝憲 (K.J.) 鷲見 信行 (プログレス)

杉浦 さとみ (K.J.) 平野 鷲見 川満 奈々子 (プログレス)

古澤 川満

平野 日出史 (プログレス) ６１ ６２ 山脇 治己 (HTP JAPAN)

古澤 志信 (プログレス) 大島 石原 愛 (HTP JAPAN)

山内

大島 徳洋 (STC) ６５ ６４ 田中 亮英 (JORDAN T.C.)

山内 志穂 (リリークィーンズ) 久保田 志保 (ラッキーショット)

６０

本多 通 (カミング) ６１ 黒野 純 (Fore☆Star)

本多 稲子 (カミング) 安田 伊藤 規子 (Fore☆Star)

飯塚 ６０

永谷 公一 (FRI) ６４ 今枝 正継 (TTS)

小野 智子 (FRI) 今枝 中谷 由香子 (TTS)

６１ 中谷

安田 稔 (ブランダーズテニスクラブ) ６２ 平石 康雄 (センターラケット)

飯塚 清子 (アルタビスタ) ６１ 伊藤 績子 (センターラケット)

五十嵐 章浩 (Team Gut’s)

中山 好恵 (Team Gut’s)

【 コンソレーション 】
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平成25年度　豊田スポーツレクリエーションテニス大会　＜ファミリーダブルス＞

会場責任者 ： 横地

1R 2R QF SF Ｆ SF QF 2R 1R

木村 嘉之 (FRI) 金子 周平 (TET)

木村 文江 (FRI) 島 金子 ひろみ (arT.C)

石原 栄一 (ライジングサン) ７５ ６１ 島 健治 (JORDAN T.C.)

石原 恵子 (ライジングサン) 石原 島  恵 (名古屋グリーンテニスクラブ)

定方 勇樹 (爽) ６３ 大脇 敬治 (ロング・ロング・ロング)

定方 みゆき (フリー) 木村 ６２ 大脇 ちとせ (ロング・ロング・ロング)

斉藤 寿世 (アールグレイ) ６４ ６２ 緑川 岳央 (フリー)

斉藤 里絵 (アールグレイ) 緑川 可菜 (フリー)

岩瀬 誠 (レグルス庭球倶楽部) W.O ６２ 卜部 茂和 (Team Warm Up)

岩瀬 加奈 (フリー) 卜部 益江 (アルタビスタ)

長谷川 勝 (TET) 中垣 ６３ 冨田 正幸 (プログレス)

長谷川 美佐 (TET) 堀内 ６０ 山本 冨田 千穂美 (プログレス)

堀内 康宏 (ハイ☆ビーノ) ６４ ６０ 山本 剛司 (センターラケット)

堀内 七海 (フリー) 山本 敬子 (センターラケット)

秦 慶隆 (REI) ６１ 伊藤 廣田 高明 (ライジングサン)

秦 真由美 (REI) ６３ ６２ 鴻池 廣田 明美 (ライジングサン)

中垣 孝行 (ロング・ロング・ロング) ６０ 鴻池 貴之 (K.J.)

中垣 恵 (ロング・ロング・ロング) 鴻池 まどか (K.J.)

中村 勲 (40-LOVE) W.O シード ７５ 伊藤 剣 (40-LOVE)

中村 友紀 (40-LOVE) 伊藤 奈穂 (40-LOVE)
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　[1]　木村 嘉之・木村 文江



平成25年度　豊田スポーツレクリエーションテニス大会　＜ファミリーダブルス＞

定方 勇樹 (爽) 緑川 岳央 (フリー)

定方 みゆき (フリー) 緑川 可菜 (フリー)

定方 廣田

秦 慶隆 (REI) ６５ ６５ 廣田 高明 (ライジングサン)

秦 真由美 (REI) 廣田 明美 (ライジングサン)

金子 周平 (TET) ６５ 長谷川 長谷川 勝 (TET)

金子 ひろみ (arT.C) ６２ 長谷川 美佐 (TET)

冨田 正幸 (プログレス) ６４ ６３ 岩瀬 誠 (レグルス庭球倶楽部)

冨田 千穂美 (プログレス) 岩瀬 加奈 (フリー)

【 コンソレーション 】
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