
平成２７年度　豊田市民テニス選手権大会（ｼﾝｸﾞﾙｽ）
10/18　　 柳川瀬公園

男子　一般　予選 責任者 ： 竹田

1R 2R 2R 1R

６０ ７６
(5)

W.O 加藤 鎌田 ６０
６２ ６０

６４ ６０

６１ ６３

６２ 小川 土橋 ６１
６２ ６２

６３ ６０

６３ ６２

７５ 松居 岩成 ６１
６１ ６２

６３ ６１

６２ ６０

６０ 安藤 鈴木 ６４
６１ ６３

６１ ６２

６０ ６１

６２ 中野 青井 ６４
６０ ７５

７５ ６０

６４ ６０
岡田 白山
６４ ６４

６４ ６０

６３ ７５
岡林 山下
RET ６０

６２ ６３

６０ ６１
浦川 水野
６０ ６０

６２ ６４

勝野 二徹 (トヨタＧＴＣ)

2 芝原 侑土 (アピロ・∞（エイト）) 39 鎌田 元 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

1 加藤 直輝 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム) 38

40 伊藤 幹浩 (フリー)

4 浅井 佑介 (LA VIE EN ROSE) 41

3 杉山 貴士 (フリー) Ａ Ｂ

澤田 泰行 (ＫＣＨ)

5 北崎 拓也 (チャレンジャー) 42 柴田 恒介 (フリー)

加藤 伊佐夫 (Key Point tennis club)

7 白根 大輝 (フォレスタヒルズ) 44 今城 卓 (ａｒＴ．Ｃ)

6 小川 哲弥 (ＲＥＩ) 43

45 津曲 弘行 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

9 宮 裕 (Ｔｅａｍ Ｗａｒｍ Ｕｐ) 46

8 中村 卓 (フリー) Ｃ Ｄ

山川 昂行 (アピロ・∞（エイト）)

10 田口 俊一 (ＭＩＴＣ) 47 土橋 慧亮 (フリー)

岩成 洋平 (ＲＥＩ)

12 黒柳 巧 (フォレスタヒルズ) 49 古川 貴浩 (フリー)

11 松居 英志 (フリー) 48

50 青木 啓悟 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

14 兵藤 峻裕 (フリー) 51

13 久守 剛 (ＹＢＢ) Ｅ Ｆ

白根 正輝 (フォレスタヒルズ)

15 森崎 啓介 (Hello-Ｗｉｎ) 52 広瀬 亮 (センターラケット)

鈴木 尊也 (テニスズキ)

17 中田 雄大 (アピロ・∞（エイト）) 54 佐藤 隆治 (Improve)

16 鈴木 鉄広 (ラブ・ウィンテニスクラブ) 53

55 竹内 恒 (フリー)

19 江端 脩 (フォレスタヒルズ) 56

18 安藤 元旗 (ａｒＴ．Ｃ) Ｇ Ｈ

佐々木 健司 (Ｆｏｒｅ☆Ｓｔａｒ)

20 福岡 佑典 (Ｆｏｒｅ☆Ｓｔａｒ) 57 中野 洋祐 (ＫＣＨ)

22 松井 寿樹 (ＲＥＩ) 59

21 中野 秀一 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム) 58 青井 芳裕 (チーム・スプラッシュ)

鈴木 雅博 (Ｆｏｒｅ☆Ｓｔａｒ)

(ＹＢＢ)

60 今田 桂輔 (テニスズキ)

24 西野 和愛 (Primary) 61

23 道家 誠 (TEAM　HIRO) Ｉ Ｊ

山本 政巳 (オルフェウス)

26 田口 大海 (フリー) 63

25 眞野 浩志 (ＫＣＨ) 62 市原 宏紀

65 本山 潔 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

29 本間 義規 (フリー) 66

Ｋ Ｌ

28 永橋 陽一郎 (ＲＥＩ)

白山 敬祐 (フリー)

27 岡田 貴志 (ａｒＴ．Ｃ) 64 小林 均 (フリー)

(Ｔｅａｍ Ｗａｒｍ Ｕｐ)

藤原 雄大

30 中根 崇展 (フリー) 67 谷山 直人 (アピロ・∞（エイト）)

福井 詔一 (フォレスタヒルズ)
Ｍ Ｎ

32 井本 敬介 (三菱自動車名製) 69

31 岡林 努 (アピロ・∞（エイト）) 68

山下 修司 (フリー)

72 南 一樹 (アピロ・∞（エイト）)
Ｏ Ｐ

34 下平 聖音 (アピロ・∞（エイト）) 71 水野 峻

F F

(ロング・ロング・ロング)

37 平松 優斗 (フリー) 74 岡本 芳明 (Primary)

36 櫻井 充之 (ＳＴＣ) 73 中垣 孝行

(ＲＲＴＣ)

35

33 細井 和也 (センターラケット) 70 松井 克貴 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

浦川 弘明 (Key Point tennis club)
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男子　一般　本戦

1R 2R SF SF 2R 1R

岩成

６２ ６４

山下

６２ ６３

中野

７５ W.O

７６(7) 浦川

６２

W.O W.O

白山

６１ ６２

７５ ７５

F

1、 加藤 直輝 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム) 9、Ａ

Ｈ

Ｉ

(ＲＥＩ)

2、 水野 峻 (ＲＲＴＣ) 10、 岡田 貴志 (ａｒＴ．Ｃ)

岩成 洋平Ｆ

ＫＰ

Ｍ

Ｃ

(フリー)

3、 中野 秀一 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム) 11、 山下 修司 (フリー)

4、 鈴木 尊也 (テニスズキ) 12、 土橋 慧亮

Ｎ

Ｄ

Ｅ

Ｌ

(チーム・スプラッシュ)

5、 小川 哲弥 (ＲＥＩ) 13、 安藤 元旗 (ａｒＴ．Ｃ)

6、 岡林 努 (アピロ・∞（エイト）) 14、 青井 芳裕

Ｇ

Ｊ

６２
加藤

(ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

7、 白山 敬祐 (フリー) 15、 浦川 弘明 (Key Point tennis club)

8、 松居 英志 (フリー) 16、 鎌田 元

Ｏ

Ｂ
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山川 鈴木
６３ ６２

津曲 田口
６５ ６０

江端 本山
６１ ６２

田口 櫻井
６０ ６５

芝原 岡本
６２ ６４

白根
６５ 福井

６４

男子　一般　

【 コンソレーション 】

24 西野 和愛 (Primary) 68 福井 詔一 (フォレスタヒルズ)

51 白根 正輝 (フォレスタヒルズ) 33 細井 和也 (センターラケット)

40 伊藤 幹浩 (フリー) 72 南 一樹 (アピロ・∞（エイト）)

2 芝原 侑土 (アピロ・∞（エイト）) 74 岡本 芳明 (Primary)

(ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

10 田口 俊一 (ＭＩＴＣ) 36 櫻井 充之 (ＳＴＣ)

41 澤田 泰行 (ＫＣＨ) 70 松井 克貴

(ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

14 兵藤 峻裕 (フリー) 34 下平 聖音 (アピロ・∞（エイト）)

19 江端 脩 (フォレスタヒルズ) 65 本山 潔

(フリー)

49 古川 貴浩 (フリー) 30 中根 崇展 (フリー)

45 津曲 弘行 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム) 26 田口 大海

(ラブ・ウィンテニスクラブ)

17 中田 雄大 (アピロ・∞（エイト）) 57 中野 洋祐 (ＫＣＨ)

46 山川 昂行 (アピロ・∞（エイト）) 16 鈴木 鉄広



平成２７年度　豊田市民テニス選手権大会（ｼﾝｸﾞﾙｽ）

10/25　　 柳川瀬公園

責任者 ： 竹田

2R SF SF 2R 1R

６３ ６３

芝原 ６３

６４

本山

６５ ６３

鈴木

W.O

男子　一般　

【 コンソレーション 】

36 櫻井 充之 (ＳＴＣ)

(フリー)

(ラブ・ウィンテニスクラブ)

65 本山 潔 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム) 26 田口 大海

74 岡本 芳明 (Primary) 16 鈴木 鉄広

Ｆ

(フォレスタヒルズ)

45 津曲 弘行 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム) 10 田口 俊一 (ＭＩＴＣ)

2 芝原 侑土 (アピロ・∞（エイト）) 68 福井 詔一

６１
田口


