
平成26年度 豊田市民総合体育大会　テニス競技（ダブルス）＜男子 A級＞ ４月１３日　平戸橋いこいの広場

責 任 者 ： 木村

1R 2R QF SF SF QF 2R 1R

樫 孝英 (チーム・スプラッシュ) 井上 井上 一也 (TTS)

今井 隆雪 (チーム・スプラッシュ) 加藤 加藤 吉浩 (YY_tennis　チーム)

水野 将由 (YY_tennis　チーム) ６２ ６４ 高木 高木 亘紀 (テニス村)

野々垣 雄太 (フリー) 加藤 加藤 輝 (テニス村)

生田 一明 (Fore☆Star) ６０ ６３ 久米 孝幸 (レアレア　テニスクラブ)

河合 秀明 (Fore☆Star) ６０ 森川 繁 (レアレア　テニスクラブ)

中垣 孝行 (ロング・ロング・ロング) 筒井 ７５ 大石 大石 悟 (チアフルダックス)

村井 清隆 (REI) 五十嵐 八木 八木 一朗 (チアフルダックス)

筒井 良 (JORDAN T.C.) ７５ ６３ 富田 賢二 (STC)

五十嵐 政人 (JORDAN T.C.) ６１ 勝野 高塚 敏夫 (STC)

喜多 忠治 (名古屋グリーンＴＣ) 喜多 成瀬 ６１ 勝野 二徹 (トヨタグリーンＴＣ)

喜多 真二郎 (名古屋グリーンＴＣ) 喜多 76（0） 成瀬 剛史 (トヨタグリーンＴＣ)

小川 哲弥 (REI) 小川 ６１ 田中 松浦 友哉 (REI)

佐藤 暁 (REI) 佐藤 島 山岸 史孝 (REI)

安藤 元旗 (arT.C) 76（5） 中西 岩下 ６３ 田中 亮英 (JORDAN T.C.)

萩原 雄介 (arT.C) 長谷川 後藤 島 健治 (JORDAN T.C.)

安藤 暢介 (スパシオⅡ) 安藤 ６３ ６４ 神谷 神谷 好昭 (Fore☆Star)

平原 慎二 (YY_tennis　チーム) 平原 太地 太地 利夫 (Fore☆Star)

後藤 悠介 (ラブ・ウィンテニスクラブ) ６４ ６４ 中野 秀一 (YY_tennis　チーム)

河田 則彦 (フリー)  シード 古城 達則 (YY_tennis　チーム)

中西 紀人 (テニス村) ６３ 　[1]　樫 孝英・今井 隆雪 ６２ 岩下 亮太 (レアレア　テニスクラブ)

長谷川 賢悟 (チアフルダックス) 　[2]　岩下 亮太・後藤 由充 後藤 由充 (レアレア　テニスクラブ)

[3] [4] は抽選
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野々垣
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11 [2] 22

　[3]　勝野 二徹・成瀬 剛史

　[4]　喜多 忠治・喜多 真二郎



後藤 悠介 (ラブ・ウィンテニスクラブ)

河田 則彦 (フリー)

安藤・萩原 中野 秀一 (YY_tennis　チーム)

安藤 元旗 (arT.C) ６２ 古城 達則 (YY_tennis　チーム)

萩原 雄介 (arT.C)

中垣・村井 ６２ 16 富田 賢二 (STC)

中垣 孝行 (ロング・ロング・ロング) ６１ 高塚 敏夫 (STC)

村井 清隆 (REI)

松浦 友哉 (REI) ６３

山岸 史孝 (REI)
18

６５
中野・古城

4

平成26年度 豊田市民総合体育大会　テニス競技（ダブルス）＜男子 Ａ級＞

【 コンソレーション 】
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8



平成26年度 豊田市民総合体育大会　テニス競技（ダブルス）＜男子 B級＞ ４月６日　高岡公園体育館

責 任 者 ： 　林

1R 2R 3R QF SF SF QF 3R 2R 1R

安藤 元旗 (arT.C) 安藤 稲垣 宮本 敦史 (REI)

萩原 雄介 (arT.C) 萩原 鈴木 村井 清隆 (REI)

奥野 真也 (硬庭ぺんぎん) 今田 76（5） ７５ 稲垣 智義 (ニュータイプ)

朝井 良太 (硬庭ぺんぎん) 鈴木 鈴木 秀和 (ニュータイプ)

今田 桂輔 (テニスズキ) ６４ ６２ 坂東 和彦 (Fore☆Star)

鈴木 尊也 (テニスズキ) 太地 利夫 (Fore☆Star)

生田 一明 (Fore☆Star) ６４ 岩本 ６０ 岩本 亮 (硬庭ぺんぎん)

河合 秀明 (Fore☆Star) 浜谷 浜谷 隆文 (硬庭ぺんぎん)

平原 慎二 (YY_tennis　チーム) 76（3） 平原 ６２ 山本 政巳 (オルフェウス)

安藤 暢介 (スパシオⅡ) 安藤 嶽本 邦彦 (オルフェウス)

松浦 友哉 (REI) 松浦 ７５ 古井 ６２ 古井 裕二 (Winning Shot!!)

松井 寿樹 (REI) 松井 足立 足立 秀禎 (Winning Shot!!)

佐藤 達也 (トヨタ自動車名古屋) ６３ 田中 ６４ 棚田 棚田 祐介 (REI)

磯村 拓哉 (フリー) 安宅 星野 星野 辰夫 (REI)

田中 亮英 (JORDAN T.C.) ６４ ６０ 伊藤 丹治 (プログレス)

安宅 博徳 (爽) 清水 弘一 (プログレス)

宇野 徳人 (ニュータイプ) ６３ ６１ 白山 今城 山森 直樹 (40－LOVE)

古澤 謙治 (ニュータイプ) 白山 新見 伊藤 剣 (40－LOVE)

冨田一行 (REI) ６３ 大野 ６０ 今城 卓 (arT.C)

倉橋 良幸 (フリー) 土谷 新見 忠興 (arT.C)

矢野 悟 (フリー) ６４ ６３ 大野 慎也 (Team－F・S)

畑 顕吾 (フリー) 土谷 祐介 (FTC)

平岩 純一 (硬庭ぺんぎん) 袴田 ６１ W.O 安田 稔 (ブランダーズＴＣ)

富田 洋平 (硬庭ぺんぎん) 澤島 深津 利成 (スパシオⅡ)

袴田 尚樹 (RRTC) ６３ ６３ 小林 博治 (TTS)

澤島 秀司 (RRTC) 藤松 直樹 (TTS)

井上 和司 (ラブ・ウィンテニスクラブ) 井上 ６４ ７５ 白山 龍二 (ラブ・ウィンテニスクラブ)

松永 洋和 (ラブ・ウィンテニスクラブ) 松永 白山 敬祐 (ラブ・ウィンテニスクラブ)

佐々木 正巳 (ヘッドマスターズ) 76（2） 宮 ６１

中根 貴博 (ヘッドマスターズ) 田邉  シード

宮  裕 (Team Warm Up) ６１ 　[1]　安藤 元旗・萩原 雄介 渥美 渥美 誠 (RRTC)

田邉 雅哉 (Team Warm Up) 　[2]　高塚 敏夫・大島 徳洋 鳥居 鳥居 厚夫 (RRTC)

河隅 彰二 (プログレス) 76（8） 　[3]　伊藤 丹治・清水 弘一 ６３ 高塚 敏夫 (STC)

前田 昭二 (プログレス) 大島 徳洋 (STC)

[2] [3] [4] は抽選

F
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7 24
倉橋

冨田

8 [3] 25
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６２

[4] 10 27

11 28

12 29
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15 32 BYE
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17 [2] 34
　[4]　清水 弘一・倉橋 良幸



生田 一明 (Fore☆Star) 奥野 真也 (硬庭ぺんぎん)

河合 秀明 (Fore☆Star) 朝井 良太 (硬庭ぺんぎん)

生田・河合

佐藤 達也 (トヨタ自動車名古屋) ６５ ６５ 宇野 徳人 (ニュータイプ)

磯村 拓哉 (フリー) 古澤 謙治 (ニュータイプ)

河隅 彰二 (プログレス) ６２ ６４ 山本 政巳 (オルフェウス)

前田 昭二 (プログレス) 嶽本 邦彦 (オルフェウス)

山本・嶽本

山森 直樹 (40－LOVE) ６１ ６２ 伊藤 丹治 (プログレス)

伊藤 剣 (40－LOVE) 清水 弘一 (プログレス)

６５ 奥野・朝井

矢野 悟 (フリー) ６３ 坂東 和彦 (Fore☆Star)

畑 顕吾 (フリー) 太地 利夫 (Fore☆Star)

平岩・富田 佐々木・中根

平岩 純一 (硬庭ぺんぎん) ６４ ６５ 佐々木 正巳 (ヘッドマスターズ)

富田 洋平 (硬庭ぺんぎん) 中根 貴博 (ヘッドマスターズ)

小林・藤松

高塚 敏夫 (STC) W.O

大島 徳洋 (STC)

小林 博治 (TTS) ６５

藤松 直樹 (TTS)
30

山森・伊藤

12 15

34

11 20

17 22
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６３
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平成26年度 豊田市民総合体育大会　テニス競技（ダブルス）＜男子 B級＞

【 コンソレーション 】
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7 9



平成26年度 豊田市民総合体育大会　テニス競技（ダブルス）＜男子 C級－１＞ ４月１３日　柳川瀬公園

責 任 者 ： 　松木平

1R 2R QF SF SF QF 2R 1R

上村 徳洋 (センターラケット) 上村 石川 斉藤 里志 (HTP JAPAN)

若山 勝弘 (センターラケット) 若山 鈴木 星 真一 (HTP JAPAN)

河村 康之 (ロング・ロング・ロング) 小林 ６４ W.O 伊藤 馨 (Fore☆Star)

嶋 利男 (ロング・ロング・ロング) 滝口 五十嵐 昌夫 (Fore☆Star)

小林 功弥 (WILD JOKER) ６４ ６２ 石川 英紀 (オルフェウス)

滝口 智之 (WILD JOKER) 鈴木 厚哉 (オルフェウス)

宮城 洋平 (Scratch) ６２ ６２ 大塚 大塚 将史 (Scratch)

飯田 裕介 (Scratch) 三輪 三輪 英輝 (Scratch)

平石 進 (センターラケット) ６１ ６４ 伊藤 彰記 (GOTT)

泉地 正人 (YY_tennis　チーム) 板倉 守繁 (GOTT)

宇野 徳人 (ニュータイプ) 宇野 ６２ ６３ 細井 和也 (センターラケット)

古澤 謙治 (ニュータイプ) 古澤 井上 健一 (センターラケット)

宮  裕 (Team Warm Up) ６４ ６４ 細井 杉浦 信彦 (ニュータイプ)

田邉 雅哉 (Team Warm Up) 井上 杉浦 弘樹 (ニュータイプ)

萬代 康人 (STC) ６２ 山森
瀬川 堅司 (STC) 伊藤

深田 高道 (JORDAN T.C.) 大脇 76（5） ６１ 出口 年一 (TEAM　HIRO)

大岩 大貴 (JORDAN T.C.) 玉田 松澤 直樹 (TEAM　HIRO)

大脇 敬治 (ロング・ロング・ロング) ６３ 萬代 今城 W.O 山森 直樹 (40－LOVE)

玉田 大祐 (STC) 瀬川 新見 伊藤 剣 (40－LOVE)

金子 雄亮 (∞フリーダム∞) 村上 ６２ ７５ 大高 小山 真一郎 (ロング・ロング・ロング)

西淵 貴大 (∞フリーダム∞) 数田 土谷 松尾 直人 (ロング・ロング・ロング)

村上 浩一郎 (上郷テニスクラブ) ６３ 郷家 76（5） 大高 誠 (FTC)

数田 明伸 (上郷テニスクラブ) 水野 土谷 祐介 (FTC)

郷家 公雄 (GOTT) ６４ 76（6） 今城 卓 (arT.C)

水野 信太郎 (GOTT) 　[1]　上村 徳洋・若山 勝弘 新見 忠興 (arT.C)

F

[1] 1 14

2 15

3 16

4 17

5 18
飯田
宮城

6 19
７５

7 20

8 21 BYE

9 22

10 23

11 24

　[2]　今城 卓・新見 忠興

12 25

13 [2] 26
 シード



平石 進 (センターラケット) 伊藤 馨 (Fore☆Star)
泉地 正人 (YY_tennis　チーム) 五十嵐 昌夫 (Fore☆Star)

深田・大岩

河村 康之 (ロング・ロング・ロング) ６１ ６３ 深田 高道 (JORDAN T.C.)

嶋 利男 (ロング・ロング・ロング) 大岩 大貴 (JORDAN T.C.)

６１

杉浦 信彦 (ニュータイプ)

杉浦 弘樹 (ニュータイプ) 河村・嶋 ６５

６５

金子 雄亮 (∞フリーダム∞) 小山 真一郎 (ロング・ロング・ロング)

西淵 貴大 (∞フリーダム∞) 金子・西淵 松尾 直人 (ロング・ロング・ロング)

６３ ６２

伊藤 彰記 (GOTT) 斉藤 里志 (HTP JAPAN)

板倉 守繁 (GOTT) ・舩渡康孝 (HTP JAPAN)

６５

18 14

20

11 24

平成26年度 豊田市民総合体育大会　テニス競技（ダブルス）＜男子 Ｃ級－１ ＞

【 コンソレーション 】

5 15

2 9
斉藤・・舩渡



平成26年度 豊田市民総合体育大会　テニス競技（ダブルス）＜男子 C級－２＞ ４月１３日　柳川瀬公園

責 任 者 ： 　松木平

1R 2R QF SF SF QF 2R 1R

川西 秀夫 (テニス村) 平岩 康哉 (YY_tennis　チーム)

川西 健太 (テニス村) 杉本 倍身 (YY_tennis　チーム)

和田 晋司 (YY_tennis　チーム) 小林 ６２ W.O 井上 広巳 (FTC)

辻 清隆 (YY_tennis　チーム) 淡野 伊藤 隆 (センチュリーテニスクラブ)

小林 清成 (WILD JOKER) ６４ 川西 戸田 W.O 戸田 和之 (フリー)

淡野 学 (WILD JOKER) 川西 加藤 加藤 大士 (GOTT)

山門 治巳 (フリー) 足立 ６１ ６３ 渥美 誠 (RRTC)

山門 和宏 (HTP JAPAN) 永橋 関山 羊二 (RRTC)

足立 和繁 (REI) ６２ 中廣 渥美 ６１ 宮川 敏雄 (Key Point tc)

永橋 陽一郎 (REI) 鈴木 関山 外山 敏 (Key Point tc)

中廣 正章 (TTF) ６０ ６１ 宮治 守近 (TEAM　HIRO)

鈴木 鉄広 (ラブ・ウィンテニスクラブ) 糸川 充浩 (TEAM　HIRO)

増冨 将 (スパシオⅡ) ６０ ６３ 徳川 長田 康平 (ポケット)

平 清人 (スパシオⅡ) 荒木 佐藤 達也 (トヨタ自動車名古屋)

松澤 秀明 (ATC　（S）) ６３ 今田
村瀬 正彦 (ATC　（S）) 鈴木

大鐘 悠司 (フリー) ６２ ６１ 丸地 泰司 (チーム・テニス・タイホウ)

田中 康平 (フリー) 金本 正男 (センチュリーテニスクラブ)

篠原 祐二 (コスモ) ６３ ６１ 今田 桂輔 (テニスズキ)

枌谷 章彦 (コスモ) 鈴木 尊也 (テニスズキ)

安田 稔 (ブランダーズＴＣ) 安田 ６２ ６４ 徳川 智章 (HT)

深津 利成 (スパシオⅡ) 深津 荒木 嘉文 (HT)

上村 幸弘 (TET) ６２ 後藤 ６３ 藤沢 毅雄 (MOVE)

田村 光晴 (TET) 若見 井草 卓弥 (MOVE)

後藤 浩文 (HTP JAPAN) ６３ ６０ 池内 幸弘 (YY_tennis　チーム)

若見 周司 (HTP JAPAN) 　[1]　川西 秀夫・川西 健太 山内 達矢 (YY_tennis　チーム)

F

[1] 1 14

2 15

3 16

4 17

5 18
田中

大鐘

6 19

7 20

76（9）

8 21 BYE

9 22

10 23

11 24

12 25

13 [2]
 シード

26

　[2]　池内 幸弘・山内 達矢



増冨 将 (スパシオⅡ) 宮川 敏雄 (Key Point tc)
平 清人 (スパシオⅡ) 外山 敏 (Key Point tc)

和田・辻

和田 晋司 (YY_tennis　チーム) ６１ ６１ 上村 幸弘 (TET)

辻 清隆 (YY_tennis　チーム) 上村・田村 田村 光晴 (TET)

６１

宮治 守近 (TEAM　HIRO) ６４ 池内 幸弘 (YY_tennis　チーム)

糸川 充浩 (TEAM　HIRO) 山内 達矢 (YY_tennis　チーム)

６３

長田 康平 (ポケット) ６４ 宮治・糸川 丸地 泰司 (チーム・テニス・タイホウ)

佐藤 達也 (トヨタ自動車名古屋) ６５ 金本 正男 (センチュリーテニスクラブ)

６０

・大橋 正悟 (YY_tennis　チーム) 松澤 秀明 (ATC　（S）)

杉本 倍身 (YY_tennis　チーム) 藤沢・井草 村瀬 正彦 (ATC　（S）)

６１

藤沢 毅雄 (MOVE)

井草 卓弥 (MOVE)
25

６５
松澤・村瀬

19 26
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平成26年度 豊田市民総合体育大会　テニス競技（ダブルス）＜男子 Ｃ級－２ ＞

【 コンソレーション 】
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平成26年度 豊田市民総合体育大会　テニス競技（ダブルス）＜男子 C級－３＞４月１３日　地域文化広場

責 任 者 ： 　猿原　

1R 2R QF SF SF QF 2R 1R

冨田 一行 (REI) 新家 宮川 政隆 (HTP JAPAN)

遠藤 幹大 (フリー) 長坂 稲吉 康人 (HTP JAPAN)

加藤 伊佐夫 (Key Point tc) 加藤 ６１ ６１ 林 一成 (Improve)

竹内 雅宏 (Key Point tc) 竹内 木科 智久 (Improve)

礒貝 公丈 (YY_tennis　チーム) ６４ ６３ 新家 芳和 (YY_tennis　チーム)

青木 啓悟 (YY_tennis　チーム) 長坂 明知 (YY_tennis　チーム)

竹本 貴俊 (FTC) ６４ ６２ 白山 龍二 (ラブ・ウィンテニスクラブ)

佐分利 彰仁 (Scratch) 白山 敬祐 (ラブ・ウィンテニスクラブ)

笠島 元輝 (トヨタ紡織　B) ６４ 竹本 W.O 石川 均 (ロング・ロング・ロング)

舩越 洸 (トヨタ紡織　B) 佐分利 奥村 慎二 (ロング・ロング・ロング)

岡松 威宏 (TS3) 岡松 76（7） ６１ 星野 辰夫 (REI)

景安 真輔 (TS3) 景安 三枝 知充 (フリー)

岡 佑樹 (HTP JAPAN) ６３ ６２ 星野 加藤 敦史 (REI)

後藤 昌矢 (HTP JAPAN) 三枝 秦 慶隆 (REI)

加藤 瑛二 (Scratch) 宮本 ６１ 大谷
西村 宜起 (Scratch) 横江 森

宮本 敦史 (REI) ６３ 76（3） 大谷 文都 (フリー)

横江 正幸 (REI) 森 直樹 (フリー)

望月 博範 (HTP JAPAN) ６０ 後藤 井上 ６３ 市川 雅浩 (YY_tennis　チーム)

阿部 敏和 (HTP JAPAN) 大島 松永 井上 政広 (YY_tennis　チーム)

阿知波 信夫 (Smash Potato) 阿知波 76（3） ６４ 中村 勲 (40－LOVE)

宮田 哲男 (TET) 宮田 福島 孝二 (40－LOVE)

大橋 佑司 (爽) ６４ ６０ 井上 和司 (ラブ・ウィンテニスクラブ)

定方 勇樹 (YY_tennis　チーム) 松永 洋和 (ラブ・ウィンテニスクラブ)

後藤 彰太 (硬庭ぺんぎん) 76（6） ６０ 大田 一輝 (HTP JAPAN)

大島 清孝 (チーム・テニス・タイホウ) 　[1]　冨田 一行・遠藤 幹大 杉田 博史 (HTP JAPAN)

F

[1] 1 14

2 15

3 16

4 17

5 18
冨田
遠藤

6 19

7 20

６１

8 21 BYE

9 22

10 23

24

12 25

13 [2]

11

 シード
26

　[2]　大田 一輝・杉田 博史



白山 龍二 (ラブ・ウィンテニスクラブ) 礒貝 公丈 (YY_tennis　チーム)

・野々山道雄 (Key Point tc) 青木 啓悟 (YY_tennis　チーム)

白山・・野々山 礒貝・青木

望月 博範 (HTP JAPAN) ６５ ６２ 岡 佑樹 (HTP JAPAN)

阿部 敏和 (HTP JAPAN) 後藤 昌矢 (HTP JAPAN)

大田・杉田

石川 均 (ロング・ロング・ロング) ６４ ６３ 宮川 政隆 (HTP JAPAN)

奥村 慎二 (ロング・ロング・ロング) 稲吉 康人 (HTP JAPAN)

加藤 瑛二 (Scratch) ６１ ６１ 大田 一輝 (HTP JAPAN)

西村 宜起 (Scratch) ６２ 市川 ・井上 杉田 博史 (HTP JAPAN)

６３

笠島 元輝 (トヨタ紡織　B) 林 一成 (Improve)

舩越 洸 (トヨタ紡織　B) 笠島・舩越 木科 智久 (Improve)

６２

中村 勲 (40－LOVE) 加藤・秦 ６２ 市川 雅浩 (YY_tennis　チーム)

福島 孝二 (40－LOVE) ６４ 井上 政広 (YY_tennis　チーム)

加藤 敦史 (REI)

秦 慶隆 (REI)

5 15

24 23

20

8 26

平成26年度 豊田市民総合体育大会　テニス競技（ダブルス）＜男子 Ｃ級－３＞

【 コンソレーション 】

17 3

10 7

18 14

加藤・西村
６４



平成26年度 豊田市民総合体育大会　テニス競技（ダブルス）＜男子 D級－1＞ ４月６日　柳川瀬公園

責 任 者 ： 　吉田
1R 2R QF SF SF QF 2R 1R

井上 政広 (YY_tennis　チーム) 井上 益田 芳賀 紀之 (YY_tennis　チーム)

市川 雅浩 (YY_tennis　チーム) 市川 鈴木 杉本 倍身 (YY_tennis　チーム)

小山 和男 (TEAM　HIRO) 柴田 ６１ ６３ 益田 裕士 (爽)

能地 康徳 (フリー) 中神 鈴木 健太 (爽)

柴田 和也 (Primary) ７５ ６３ 郷家 公雄 (GOTT)

中神 徹也 (Primary) 山本 敬之 (GOTT)

冨田 正幸 (プログレス) ６２ 76（4） 近藤 雅樹 (TTS)

小池 靖弘 (プログレス) 田賀 秀行 (TTS)

徳川 智章 (HT) ６０ ６０ 片岡 俊和 (Team　Gut’s)

新郷 和憲 (HT) 広瀬 宏樹 (Team　Gut’s)

吉田 陽一 (フリー) 吉田 ６４ 片岡 76（5） 山川 昂行 (アピロ・∞（エイト）)

加藤 琢磨 (フリー) 加藤 広瀬 芝原 侑土 (アピロ・∞（エイト）)

岡林 努 (アピロ・∞（エイト）) ６２ ６１ 郷家 ６２ 可児 健司 (フリー)

下谷 一成 (アピロ・∞（エイト）) 山本 川瀬 仁 (フリー)

両星 憲志 (串吉) ６４ 山下 藤沢 毅雄 (MOVE)

葛谷 広之 (串吉) 塩田 井草 卓弥 (MOVE)

竹葉 秀敏 (ニュータイプ) ６１ 河村 ６３ 山下 正春 (Fore☆Star)

和田 直人 (ニュータイプ) 嶋 塩田 大介 (Fore☆Star)

後藤 浩文 (HTP JAPAN) ７５ 竹葉 ６１ 市田 哲也 (SDモンキーズ)

若見 周司 (HTP JAPAN) 和田 松山 紘士 (SDモンキーズ)

礒貝 公丈 (YY_tennis　チーム) 礒貝 ６３ 深田 ６０ 河村 康之 (ロング・ロング・ロング)

渡辺 健太郎 (YY_tennis　チーム) 渡辺 木下 嶋 利男 (ロング・ロング・ロング)

中野 圭輔 (Cuma) ６０ 小林 ６３ 永橋 永橋 陽一郎 (REI)

栗本 文勝 (フリー) 鈴木 山岸 山岸 史孝 (REI)

小林 清成 (WILD JOKER) ６２ ７５ 山内 達矢 (YY_tennis　チーム)

鈴木 隆 (WILD JOKER) 池内 幸弘 (YY_tennis　チーム)

小山 真一郎 (ロング・ロング・ロング) ６３ ６０ 深田 高道 (JORDAN T.C.)

松尾 直人 (ロング・ロング・ロング) 木下 和正 (JORDAN T.C.)

F

[1] 1 15

2 16

3 17

4 18

5 19
新郷
徳川

6 20

7 21

６２

8 22

9 23

10 24

11 25

12 26

　[2]　深田 高道・木下 和正

13 27

14 [2] 28
　[1]　井上 政広・市川 雅浩

 シード



冨田 正幸 (プログレス) 小山 和男 (TEAM　HIRO)

小池 靖弘 (プログレス) 能地 康徳 (フリー)

岡林・下谷 中野・栗本

岡林 努 (アピロ・∞（エイト）) ６２ ６４ 中野 圭輔 (Cuma)

下谷 一成 (アピロ・∞（エイト）) 栗本 文勝 (フリー)

山川・芝原

山川 昂行 (アピロ・∞（エイト）) ６２ 両星・葛谷 両星 憲志 (串吉)

芝原 侑土 (アピロ・∞（エイト）) ６３ 葛谷 広之 (串吉)

藤沢 毅雄 (MOVE) ６１ ６３ 山内 達矢 (YY_tennis　チーム)

井草 卓弥 (MOVE) 池内 幸弘 (YY_tennis　チーム)

６０ 近藤・田賀

小山 真一郎 (ロング・ロング・ロング) ６５ 近藤 雅樹 (TTS)

松尾 直人 (ロング・ロング・ロング) 田賀 秀行 (TTS)

６２

後藤 浩文 (HTP JAPAN) ６５ 芳賀 紀之 (YY_tennis　チーム)

若見 周司 (HTP JAPAN) ６０ 杉本 倍身 (YY_tennis　チーム)

可児 健司 (フリー)

川瀬 仁 (フリー)

14 18

10 15

21

22 27
６０

平成26年度 豊田市民総合体育大会　テニス競技（ダブルス）＜男子 D級－１＞

【 コンソレーション 】

4 2

7 12

20 8

後藤・若見



平成26年度 豊田市民総合体育大会　テニス競技（ダブルス）＜男子 D級－２＞ ４月６日　柳川瀬公園

責 任 者 ： 　吉田

1R 2R QF SF SF QF 2R 1R

上野 弘記 (オルフェウス) 中田 雄大 (アピロ・∞（エイト）)

岡村 豊 (オルフェウス) 南 一樹 (アピロ・∞（エイト）)

大川 優弥 (JORDAN T.C.) ６３ 渡邊 ６１ 渡邊 修 (Fore☆Star)

嶋崎 文彦 (ラッキーショット) 米花 米花 慎一郎 (Fore☆Star)

石川 均 (ロング・ロング・ロング) ６１ ６２ 浦 山本 忍 (YY_tennis　チーム)

奥村 慎二 (ロング・ロング・ロング) 永田 岩田 和明 (YY_tennis　チーム)

馬崎 照常 (Primary) 林 ６２ 松澤 ６３ 浦 直志 (フリー)

奥村 啓太 (Primary) 河中 出口 永田 喜芳 (フリー)

林 良造 (YY_tennis　チーム) ６３ 宮川 ６４ 松澤 直樹 (TEAM　HIRO)

河中 丈輝 (フリー) 稲吉 出口 年一 (TEAM　HIRO)

栗賀 弘樹 (トヨタ紡織　B) ６３ 76（4） 小林 功弥 (WILD JOKER)

田中 基夫 (トヨタ紡織　B) 庵谷 久行 (JORDAN T.C.)

宮川 政隆 (HTP JAPAN) ６１ ６３ 伊藤 ６０ 山脇 治巳 (フリー)

稲吉 康人 (HTP JAPAN) 定方 山門 和宏 (HTP JAPAN)

磯村 俊文 (SDモンキーズ) 40RET 森崎 啓介 (Hello-Win)

坂上 剛志 (SDモンキーズ) 福田 太一 (フリー)

山口 吉宏 (プログレス) W.O 望月 W.O 望月 博範 (HTP JAPAN)

天野 鉄也 (プログレス) 阿部 阿部 敏和 (HTP JAPAN)

大野 翼 (REI) ６１ 大野 ６３ 中村 和田 晋司 (YY_tennis　チーム)

櫻井 克也 (REI) 櫻井 福島 佐々木 史郎 (YY_tennis　チーム)

早川 友崇 (SYLPHEED IN COAT) 早川 ６４ ７５ 中村 勲 (40－LOVE)

桧山 拓洋 (SYLPHEED IN COAT) 桧山 福島 孝二 (40－LOVE)

増冨 将 (スパシオⅡ) 76（2） 前山 ６１ 杉浦 伊藤 英雄 (串吉)

平 清人 (スパシオⅡ) 加藤 杉浦 広浦 吉昭 (串吉)

大高 誠 (FTC) ６４ ６３ 杉浦 信彦 (ニュータイプ)

丹菊 雄司 (FTC)  シード 杉浦 弘樹 (ニュータイプ)

前山 勇一郎 (TET) ６２ ６４ 伊藤 絢策 (YY_tennis　チーム)

加藤 吉浩 (YY_tennis　チーム) 定方 勇樹 (YY_tennis　チーム)

F

[1] 1 15

2 16

3 17

4 18

5 19
嶋崎
大川

6 20

7 21

６２

8 22

9 23

10 24

11 25

12 26

13 27

14 [2] 28
　[2]　伊藤 絢策・定方 勇樹

　[1]　上野 弘記・岡村 豊



石川 均 (ロング・ロング・ロング) 馬崎 照常 (Primary)

奥村 慎二 (ロング・ロング・ロング) 奥村 啓太 (Primary)

石川・奥村 馬崎・奥村

栗賀 弘樹 (トヨタ紡織　B) ６０ ６１ 山口 吉宏 (プログレス)

田中 基夫 (トヨタ紡織　B) 天野 鉄也 (プログレス)

山本 忍 (YY_tennis　チーム) ６３ ６１ 和田 晋司 (YY_tennis　チーム)

岩田 和明 (YY_tennis　チーム) 佐々木 史郎 (YY_tennis　チーム)

伊藤 英雄 (串吉) ６５ ６１ 上野 弘記 (オルフェウス)

広浦 吉昭 (串吉) 伊藤・広浦 ６２ 岡村 豊 (オルフェウス)

６５

大高 誠 (FTC) 小林 功弥 (WILD JOKER)

丹菊 雄司 (FTC) 小林・庵谷 庵谷 久行 (JORDAN T.C.)

６２

中田 雄大 (アピロ・∞（エイト）) ６１ 増冨 将 (スパシオⅡ)

南 一樹 (アピロ・∞（エイト）) 大高・丹菊 平 清人 (スパシオⅡ)

６０

山脇 治巳 (フリー)

山門 和宏 (HTP JAPAN)

13 20

15 12

21

26 1

平成26年度 豊田市民総合体育大会　テニス競技（ダブルス）＜男子 D級－2 ＞

【 コンソレーション 】

3 4

6 9

17 24

上野・岡村
６２



平成26年度 豊田市民総合体育大会　テニス競技（ダブルス）＜男子 D級－3 ＞ ４月６日　地域文化広場

責 任 者 ： 　猿原　

1R 2R QF SF SF QF 2R 1R

上村 徳洋 (センターラケット) 上村 坂井 啓城 (フリー)

泉地 正人 (YY_tennis　チーム) 泉地 大野 利明 (フリー)

岡本 芳明 (Primary) 篠原 ６２ 坂井 ６２ 吉元 秀人 (Fore☆Star)

境 将利 (Primary) 枌谷 大野 小川 燎二 (Fore☆Star)

篠原 祐二 (コスモ) ６０ 76（4） 高田 高田 孝幸 (YY_tennis　チーム)

枌谷 章彦 (コスモ) 堀田 堀田 信和 (YY_tennis　チーム)

近藤 正樹 (STC) 近藤 ６２ 76（6） 廣田 東 (REI)

櫻井 充之 (STC) 櫻井 近田 泰治 (フリー)

下平 聖音 (アピロ・∞（エイト）) ６４ ６３ 小寺 丸地 泰司 (チーム・テニス・タイホウ)

谷山 直人 (アピロ・∞（エイト）) 野山 金本 正男 (センチュリーテニスクラブ)

加藤 敦史 (REI) ６４ ６２ 小寺 信也 (STC)

秦 慶隆 (REI) 野山 大樹 (STC)

鈴木 弘康 (串吉) ６３ ６３ 大田 ６４ 大田 一輝 (HTP JAPAN)

高橋 孝次 (串吉) 杉田 杉田 博史 (HTP JAPAN)

高木 義和 (HTP JAPAN) ６１ 松瀬 松瀬 喜久雄 (Key Point tc)

舩渡 康孝 (HTP JAPAN) 森崎 森崎 大輔 (Key Point tc)

山田 真太郎 (SDモンキーズ) 中村 76（1） 76（3） 滝口 智之 (WILD JOKER)

大元 裕司 (SDモンキーズ) 冨田 下出 竜夫 (WILD JOKER)

中村 雅之 (TET) ６０ 高木 ６１ 伊藤 彰記 (GOTT)

冨田 幸治 (TET) 舩渡 水野 信太郎 (GOTT)

伊藤 馨 (Fore☆Star) 石川 ６３ 伊藤 ６１ 片岡 敬志 (Team　Gut’s)

五十嵐 章浩 (Team　Gut’s) 鈴木 水野 平野 典 (Team　Gut’s)

石川 英紀 (オルフェウス) ６１ 宇野 ６１ 稲垣 正博 (スパシオⅡ)

鈴木 厚哉 (オルフェウス) 佐藤 磯松 武 (ブランダーズＴＣ)

宇野 文典 (YY_tennis　チーム) ６１ 長坂 ６３ 長坂 明知 (YY_tennis　チーム)

佐藤 祐樹 (YY_tennis　チーム)  シード 新家 新家 芳和 (YY_tennis　チーム)

鈴木 耕平 (SYLPHEED IN COAT) ６１ 　[1]　上村 徳洋・泉地 正人 ６３ 小林 広紀 (フリー)

大橋 一斗 (SYLPHEED IN COAT) 　[2]　小林 広紀・大川 敏 大川 敏 (フリー)

F

[1] 1 15

2 16

3 17

4 18

5 19
加藤
秦

6 20

7 21

76（3）

8 22

9 23

10 24

11 25

14 [2] 28

12 26

13 27



岡本 芳明 (Primary) 山田 真太郎 (SDモンキーズ)

境 将利 (Primary) 鈴木・高橋 大元 裕司 (SDモンキーズ)

６１ 下平・谷山

鈴木 弘康 (串吉) ６３ 下平 聖音 (アピロ・∞（エイト）)

高橋 孝次 (串吉) 丸地・金本 谷山 直人 (アピロ・∞（エイト）)

６３

丸地 泰司 (チーム・テニス・タイホウ) ６３ 滝口 智之 (WILD JOKER)

金本 正男 (センチュリーテニスクラブ) 下出 竜夫 (WILD JOKER)

６５

稲垣 正博 (スパシオⅡ) ６０ 片岡 敬志 (Team　Gut’s)

磯松 武 (ブランダーズＴＣ) 平野 典 (Team　Gut’s)

６５ 滝口・下出

伊藤 馨 (Fore☆Star) ６１ 鈴木 耕平 (SYLPHEED IN COAT)

五十嵐 章浩 (Team　Gut’s) 大橋 一斗 (SYLPHEED IN COAT)

吉元・小川 廣田・近田

吉元 秀人 (Fore☆Star) ６５ ６２ 廣田 東 (REI)

小川 燎二 (Fore☆Star) 近田 泰治 (フリー)

６３

小林 広紀 (フリー)

大川 敏 (フリー)

11 14

16 18

28

６３

19 23

小林・大川

26 25

平成26年度 豊田市民総合体育大会　テニス競技（ダブルス）＜男子 D級－3 ＞

【 コンソレーション 】

2 9

7 5


