
平成27年度　豊田市民総合体育大会（ダブルス）　
4月12日（日）　平戸橋いこいの広場　　

男子Ａ級 　　　 責任者 ： 岩本

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

長谷川 賢悟 (チアフルダックス) 長谷川 山森 北嶋 寿樹 (ＲＥＩ)

中西 紀人 (テニス村) 中西 山口 松井 寿樹 (ＲＥＩ)

福澤 拓馬 (硬庭ぺんぎん) 福澤
６３

西淵
６３

山森 直樹 (40-LOVE)

菱田 智彦 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム) 菱田 山田 山口 英樹 (ＴＥＴ)

鷲尾 純 (ｅ＆ｆテニスクラブ)
６３ ７６（５）

西淵 貴大 (∞フリーダム∞)

浅井 佑介 (LA VIE EN ROSE) 山田 英敬 (∞フリーダム∞)

須賀 隆司 (Ｔｅａｍ-Ｆ・Ｓ)
６３ ６２

大嶽 昌志 (硬庭ぺんぎん)

大野 慎也 (Ｔｅａｍ-Ｆ・Ｓ) 後藤 彰太 (硬庭ぺんぎん)

嶋田 大輝 (ＲＥＩ)
６３ ６４

安藤 暢介 (スパシオⅡ)

鈴木 達也 (ＲＥＩ) 平原 慎二 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

神谷 好昭 (Ｆｏｒｅ☆Ｓｔａｒ) 村井 須賀
６２

宮城 岡 貴文 (レグルス庭球倶楽部)

太地 利夫 (Ｆｏｒｅ☆Ｓｔａｒ) 松居 大野 加藤 小川 哲弥 (ＲＥＩ)

６４ ６２ ６２
宮城 貴大 (∞フリーダム∞)

加藤 瑛二 (Ｓｃｒａｔｃｈ)

村井 清隆 (ＲＥＩ) 奥野
６１

河野 諭 (TC-KYOHO)

松居 英志 (ＲＡＩＮ) 朝井 深谷 桂一郎 (TC-KYOHO)

奥野 真也 (硬庭ぺんぎん)
６３ ６２

加藤 雄士 (ＤＴＬ＠Ｎａｇｏｙａ)

朝井 良太 (硬庭ぺんぎん) 谷本 陽二郎 (ＤＴＬ＠Ｎａｇｏｙａ)

曽我 良介 (TC-KYOHO)
６４ ６２

喜多 忠治 (名古屋グリーンテニスクラブ)

桜井 雄平 (TC-KYOHO) ① 長谷川 賢悟・中西 紀人 喜多 真二郎 (名古屋グリーンテニスクラブ)

② 喜多 忠治・喜多 真二郎
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平成27年度　豊田市民総合体育大会（ダブルス）
4月12日（日）　平戸橋いこいの広場　　

男子Ａ級 　　　 　　責任者 ： 岩本

1R 2R SF F SF 2R

鷲尾 純 (ｅ＆ｆテニスクラブ)

浅井 佑介 (LA VIE EN ROSE)

大嶽 昌志 (硬庭ぺんぎん) ６２ 鷲尾 曽我 良介 (TC-KYOHO)

後藤 彰太 (硬庭ぺんぎん) 浅井 桜井 雄平 (TC-KYOHO)

６２

喜多 忠治 (名古屋グリーンテニスクラブ) ６２ 神谷 好昭 (Ｆｏｒｅ☆Ｓｔａｒ)

喜多 真二郎 (名古屋グリーンテニスクラブ) ６４ 神谷 太地 利夫 (Ｆｏｒｅ☆Ｓｔａｒ)

太地

嶋田 大輝 (ＲＥＩ) ６５ 北嶋 寿樹 (ＲＥＩ)

鈴木 達也 (ＲＥＩ) 安藤 松井 寿樹 (ＲＥＩ)

６３ 平原

岡 貴文 (レグルス庭球倶楽部) ６４ 安藤 暢介 (スパシオⅡ)

小川 哲弥 (ＲＥＩ) 平原 慎二 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)
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平成27年度　豊田市民総合体育大会（ダブルス）
4月19日（日）　　地域文化広場　　

男子Ｂ級

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

宮 裕 (Ｔｅａｍ Ｗａｒｍ Ｕｐ) 西淵 伊藤 剣 (40-LOVE)

田邉 雅哉 (Ｔｅａｍ Ｗａｒｍ Ｕｐ) 宮城 榊原 正嗣 (40-LOVE)

郷家 公雄 (ＧＯＴＴ) ６２ W.O 石川 要 (ＴＥＴ)

板倉 守繁 (ＧＯＴＴ) 水越 康仁 (ＴＥＴ)

富田 賢二 (ＳＴＣ) ６３ 富田 鷲尾 ６４ 西淵 貴大 (∞フリーダム∞)

高塚 敏夫 (ＳＴＣ) 高塚 浅井 宮城 貴大 (∞フリーダム∞)

清水 幸進 (40-LOVE) 松浦 76(3) ６０ 佐々木 星野 辰夫 (ＲＥＩ)

中村 大輔 (ハッピーレイン) 山岸 林 山口 航平 (ＲＥＩ)

松浦 友哉 (ＲＥＩ) ６３ 村井 W.O 佐々木 健司 (Ｆｏｒｅ☆Ｓｔａｒ)

山岸 史孝 (ＲＥＩ) 松居 林 拓希 (Ｆｏｒｅ☆Ｓｔａｒ)

細井 和也 (センターラケット) ６３ ６４ 鷲尾 純 (ｅ＆ｆテニスクラブ)

若山 勝弘 (センターラケット) 浅井 佑介 (LA VIE EN ROSE)

村井 清隆 (ＲＥＩ) ６０ ７５ 土谷 岩井 義樹 (ＲＥＩ)

松居 英志 (ＲＡＩＮ) 大野 松井 寿樹 (ＲＥＩ)

古井 裕二 (Ｗｉｎｎｉｎｇ Ｓｈｏｔ!!) ６３ 岩井 ６４ 青木 啓悟 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

足立 秀禎 (Ｗｉｎｎｉｎｇ Ｓｈｏｔ!!) 松井 伊藤 絢策 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

曽我 良介 (TC-KYOHO)
Not Played ６２ 今城 今城 卓 (ａｒＴ．Ｃ)

桜井 雄平 (TC-KYOHO) 村中 村中 誠 (ａｒＴ．Ｃ)

山本 政巳 (オルフェウス)
Not Played ６２

杉田 博史 (Improve)

嶽本 邦彦 (オルフェウス) 大田 一輝 (HTP JAPAN)

福永 紘昴 (イエローボールブラザーズ) W.O ６３ 河野 渥美 誠 (ＲＲＴＣ)

角南 嘉一 (イエローボールブラザーズ) 深谷 山崎 勝 (ＲＲＴＣ)

山森 直樹 (40-LOVE) W.O W.O 河野 諭 (TC-KYOHO)

山口 英樹 (ＴＥＴ) 深谷 桂一郎 (TC-KYOHO)

平石 康雄 (センターラケット) ６３ ６４ 土谷 祐介 (FTC)

奥田 清計 (センターラケット) 大野 慎也 (Ｔｅａｍ-Ｆ・Ｓ)

① 宮 裕・田邉 雅哉

② 土谷 祐介・大野 慎也

③ 古井 裕二・足立 秀禎 ①～③ は抽選

責任者 ： 安井

12 25

10 23

11 24

[3] 8

13 [2] 26
シード

21

9 22

7 20

5
平石

18
奥田

6
６２

19

3 16

4 17

2 15

F

[1] 1 14



平成27年度　豊田市民総合体育大会（ダブルス）
4月19日（日）　　地域文化広場　　

男子Ｂ級

1R 2R SF F SF 2R

細井 和也 (センターラケット)

若山 勝弘 (センターラケット)
細井
若山

郷家 公雄 (ＧＯＴＴ) ６１

板倉 守繁 (ＧＯＴＴ)
石川 清水 幸進 (40-LOVE)

水越 佐々木 中村 大輔 (ハッピーレイン)

青木 啓悟 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム) ６２ 林

伊藤 絢策 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム) ６１ 佐々木 健司 (Ｆｏｒｅ☆Ｓｔａｒ)

林 拓希 (Ｆｏｒｅ☆Ｓｔａｒ)

石川 要 (ＴＥＴ) ６２ 宮
水越 康仁 (ＴＥＴ) ６２ 田邉 杉田 博史 (Improve)

６４ 大田 一輝 (HTP JAPAN)

山森 直樹 (40-LOVE)

山口 英樹 (ＴＥＴ) ６３ 宮 裕 (Ｔｅａｍ Ｗａｒｍ Ｕｐ)

６０ 田邉 雅哉 (Ｔｅａｍ Ｗａｒｍ Ｕｐ)

河野 諭 (TC-KYOHO)

深谷 桂一郎 (TC-KYOHO)
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　　　　　　　　　　 責任者 ： 安井
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平成27年度　豊田市民総合体育大会（ダブルス）

4月12日（日）　柳川瀬公園

男子C級-１ 責任者：吉田

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

加藤 大士 (ＧＯＴＴ) 加藤 田村 道家　誠 (フリー)

戸田 和之 (ＧＯＴＴ) 戸田 上村 宮治　守近 (フリー)

永橋 陽一郎 (ＲＥＩ) 永橋 ６４ ６２ 田村 光晴 (ＴＥＴ)

山岸 史孝 (ＲＥＩ) 山岸 上村 幸弘 (ＴＥＴ)

鈴木　秀和 (フリー) ６４ 畔柳 ６３ 大脇 敬治 (ロング・ロング・ロング)

杉山　伸悟 (フリー) 南谷 中垣 孝行 (ロング・ロング・ロング)

鈴木 雅博 (Ｆｏｒｅ☆Ｓｔａｒ) ７５ ６３ 土谷 祐介 (FTC)

本間　義規 (フリー) 荒谷 勝巳 (FTC)

畔柳 信行 (チーム・スプラッシュ) ６２ ６３ 後藤 後藤 一博 (ＲＲＴＣ)

南谷 雅人 (チーム・スプラッシュ) 掘 掘 寿和 (Key Point tennis club)

伊藤 剣 (40-LOVE) 伊藤 ６０ 石川 ６０ 藪亀 高宏 (another-sky)

鈴木 博 (40-LOVE) 鈴木 鈴木 勢村 剛 (another-sky)

五十嵐 昌夫 (ＭＯＶＥ) ６０ ７５ 石川 英紀 (オルフェウス)

伊藤 馨 (Ｆｏｒｅ☆Ｓｔａｒ) ６３ 大脇 鈴木 厚哉 (オルフェウス)

石川 要 (ＴＥＴ) 石川 中垣 佐藤 佐藤 暁 (ＲＥＩ)

水越 康仁 (ＴＥＴ) 水越 ６４ 田丸 田丸 智一 (フリー)

本山 潔 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム) 頼母木 ６４ 若見 ７６（４） 岩瀬 誠 (レグルス庭球倶楽部)

杉本 倍身 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム) 井口 斉藤 長田 康平 (ポケット)

頼母木　邦雄 (フリー) ６３ ６２ 若見 周司 (HTP JAPAN)

井口　悟 (フリー) 斉藤 里志 (HTP JAPAN)

関山 羊二 (ＲＲＴＣ) 杉田 ６３ 酒井 ６４ 疋田 崇 (Ｔｅａｍ　Ｇｕｔ’ｓ)

山崎 勝 (ＲＲＴＣ) 大田 小林 広瀬 宏樹 (Ｔｅａｍ　Ｇｕｔ’ｓ)

杉田 博史 (Improve) ６３ ６１ 酒井 勝久 (WILD JOKER)

大田 一輝 (HTP JAPAN) 小林 清成 (WILD JOKER)

加藤 伊佐夫 (Key Point tennis club) ６０ ６３ 鈴木 克弥 (ラブ・ウィンテニスクラブ)

竹内 雅宏 (Key Point tennis club) 中田 秀明 (ラブ・ウィンテニスクラブ)

加藤 俊介 (チーム・スプラッシュ) ７５ シード ６３ 長坂 明知 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

中野 秀一 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム) ① 加藤 大士・戸田 和之 新家 芳和 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

② 長坂 明知・新家 芳和

③ 石川 英紀・鈴木 厚哉 ② ③は抽選
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平成27年度　豊田市民総合体育大会（ダブルス）
4月12日（日）　柳川瀬公園

男子C級-１ 　　責任者：吉田

1R 2R SF F SF 2R 1R

五十嵐 昌夫 (ＭＯＶＥ) 鈴木　秀和 (フリー)

伊藤 馨 (Ｆｏｒｅ☆Ｓｔａｒ)
鈴木 杉山　伸悟 (フリー)

本間

鈴木 雅博 (Ｆｏｒｅ☆Ｓｔａｒ) ６４ ６４ 関山 羊二 (ＲＲＴＣ)

本間　義規 (フリー) 山崎 勝 (ＲＲＴＣ)

加藤 伊佐夫 (Key Point tennis club) ６１ ６１ 藪亀 高宏 (another-sky)

竹内 雅宏 (Key Point tennis club)
道家 勢村 剛 (another-sky)

宮治

本山 潔 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム) ６３ ６０ 道家　誠 (フリー)

杉本 倍身 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)
加藤 ６５ 宮治　守近 (フリー)

竹内

土谷 祐介 (FTC) ６１ 疋田 疋田 崇 (Ｔｅａｍ　Ｇｕｔ’ｓ)

荒谷 勝巳 (FTC) 土谷 広瀬 広瀬 宏樹 (Ｔｅａｍ　Ｇｕｔ’ｓ)

荒谷 ６２

鈴木 克弥 (ラブ・ウィンテニスクラブ) ６１ 長坂 岩瀬 誠 (レグルス庭球倶楽部)

中田 秀明 (ラブ・ウィンテニスクラブ) 新家 長田 康平 (ポケット)

６２

長坂 明知 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

新家 芳和 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)
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20
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【 コンソレーション 】
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平成27年度　豊田市民総合体育大会（ダブルス）

4月12日（日）　柳川瀬公園

男子Ｃ級-２ 責任者：吉田

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

宮 裕 (Ｔｅａｍ Ｗａｒｍ Ｕｐ) 薮田 薮田 明伸 (上郷テニスクラブ)

田邉 雅哉 (Ｔｅａｍ Ｗａｒｍ Ｕｐ) 望月 望月　博範 (フリー)

栗賀 弘樹 (トヨタ紡織　Ｂ) 越智 ６１ ６３ 中野 圭輔 (ハイ☆ビーノ)

枝川 和信 (トヨタ紡織　Ｂ) 太田 下ノ本 詞之 (ハイ☆ビーノ)

越智 英雄 (ＲＲＴＣ) ６１ ６１ 松澤　直樹 (フリー)

太田 敏廣 (ＲＲＴＣ) 出口　年一 (フリー)

池田　克也 (フリー) 池田 ６２ 松澤 ６２ 安田 稔 (ブランダーズテニスクラブ)

近藤　光夫 (フリー) 近藤 出口 磯松 武 (ブランダーズテニスクラブ)

久守 剛 (イエローボールブラザーズ) ６４ 加藤 ６４ 福岡 佑典 (Ｆｏｒｅ☆Ｓｔａｒ)

三橋 遼太 (イエローボールブラザーズ) 秦　 鈴木 敬一郎 (40-LOVE)

滝口 智之 (WILD JOKER) ６４ 福岡 ６３ 河村 康之 (ロング・ロング・ロング)

淡野 学 (WILD JOKER) 鈴木 山内 順一 (ロング・ロング・ロング)

加藤 敦史 (ＲＥＩ) ６４ ６４

秦 慶隆 (ＲＥＩ)

阿知波 信夫 (ＴＥＴ) 竹本 貴俊 (FTC)

宮田 哲男 (ＴＥＴ) ６４ 青木 佐分利 彰仁 (Ｓｃｒａｔｃｈ)

松本 晃範 (another-sky) ６２ 伊藤 山本 政巳 (オルフェウス)

石居 和樹 (林テレンプテニスクラブ) ６２ 嶽本 邦彦 (オルフェウス)

遠藤 真二 (フリー) ６１ 山本 ６１ 後藤 浩文 (HTP JAPAN)

吉田 陽一 (フリー) 嶽本 青塚 亮太 (HTP JAPAN)

松瀬 喜久雄 (Key Point tennis club) W.O 阿知波 ７５ 岩井 岩井 義樹 (ＲＥＩ)

森崎 大輔 (Key Point tennis club) 宮田 中村 中村 僚 (フリー)

国島 聖一 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム) ６２ ６０ 宮川 敏雄 (Key Point tennis club)

平岩 康哉 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム) 外山 敏 (Key Point tennis club)

鈴木　尊也 (フリー) W.O 国島 ６４ 青木 啓悟 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

今田　桂輔 (フリー) 平岩 伊藤 絢策 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

佐々木 健司 (Ｆｏｒｅ☆Ｓｔａｒ) 佐々木 ６４ ６４ 平石 進 (センターラケット)

林 拓希 (Ｆｏｒｅ☆Ｓｔａｒ) 林 上村 徳洋 (センターラケット)

中村 勲 (40-LOVE) ６０ ６３ 郷家 公雄 (ＧＯＴＴ)

福島 孝二 (40-LOVE) ① 宮 裕・田邉 雅哉 水野 信太郎 (ＧＯＴＴ)

② 郷家 公雄・水野 信太郎

③ 竹本 貴俊・佐分利 彰仁
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4 19

5 20

6 21
宮　

６４

8 [3] 23

7
田邉
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11 26

12 27

13 28

14 29

15
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平成27年度　豊田市民総合体育大会（ダブルス）
4月12日（日）　柳川瀬公園

男子Ｃ級-２ 　　責任者：吉田

1R 2R SF F SF 2R 1R

栗賀 弘樹 (トヨタ紡織　Ｂ) 滝口 智之 (WILD JOKER)

枝川 和信 (トヨタ紡織　Ｂ)
滝口 淡野 学 (WILD JOKER)

淡野

久守 剛 (イエローボールブラザーズ) ６１ ６１ 松本 晃範 (another-sky)

三橋 遼太 (イエローボールブラザーズ)
栗賀 河村 石居 和樹 (林テレンプテニスクラブ)

枝川 山内

中村 勲 (40-LOVE) ６４ ６５ 河村 康之 (ロング・ロング・ロング)

福島 孝二 (40-LOVE)
中村 山内 順一 (ロング・ロング・ロング)

福島

中野 圭輔 (ハイ☆ビーノ) ６１ ６５ 安田 稔 (ブランダーズテニスクラブ)

下ノ本 詞之 (ハイ☆ビーノ) ６２ 平岩 磯松 武 (ブランダーズテニスクラブ)

上村

後藤 浩文 (HTP JAPAN) 宮川 ６５ 平石 進 (センターラケット)

青塚 亮太 (HTP JAPAN) 外山 上村 徳洋 (センターラケット)

６１ ６２

宮川 敏雄 (Key Point tennis club) 松瀬 喜久雄 (Key Point tennis club)

外山 敏 (Key Point tennis club) ６３ 森崎 大輔 (Key Point tennis club)

６５

郷家 公雄 (ＧＯＴＴ) 竹本 貴俊 (FTC)

水野 信太郎 (ＧＯＴＴ) 佐分利 彰仁 (Ｓｃｒａｔｃｈ)

17 19

【 コンソレーション 】

2 6

5 9

15
郷家

21
水野

６２

25 29

27 11

30 23



平成27年度　豊田市民総合体育大会（ダブルス）

4月19日（日）  加茂川公園

男子Ｄ級-１

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

松澤 直樹 (フリー) 山口 吉宏 (プログレス)

出口 年一 (フリー)
松澤 三和 天野 鉄也 (プログレス)

中村 勲 (40-LOVE) 出口 川﨑

福島 孝二 (40-LOVE) ６２ ６２

廣田 東 (ＲＥＩ) W.O 三和 晴彦 (Ｔｅａｍ　Ｇｕｔ’ｓ)

近田 泰治 (ＲＥＩ) ６３ 川﨑 敏 (Ｔｅａｍ　Ｇｕｔ’ｓ)

浦山 実知男 (WILD JOKER) 山脇 治己 (HTP JAPAN)

小林 清成 (WILD JOKER) ６３ 後藤 浩文 (HTP JAPAN)

後藤 昌矢 (HTP JAPAN) ６３ ６２ 寺岡 斉 (イエローボールブラザーズ)

山口 貴将 (HTP JAPAN) 藤原 雄大 (イエローボールブラザーズ)

渡辺 勝也 (AM 9 nine) ６４ 山脇 W.O 嶋 利男 (ロング・ロング・ロング)

森永 賢太 (AM 9 nine) 後藤 奥村 慎二 (ロング・ロング・ロング)

河隅 彰二 (プログレス) ６１ 76（1） 広浦 吉昭 (串吉)

石塚 浩一 (プログレス) 渡辺 和樹 (串吉)

青木 保之 (SYLPHEED IN COAT) ６２ 河隅 広浦 ６３ 境 将利 (Primary)

鈴木 耕平 (SYLPHEED IN COAT) 石塚 渡辺 西野 和愛 (Primary)

宮治 守近 (フリー) 中田 ６４ 76（2） 下垂 下垂 真和 (フリー)

道家　誠 (フリー) 谷山 武田 武田 恭平 (フリー)

中田 雄大 (アピロ・∞（エイト）) ６４ 宮川 石川 76（3） 田口 和也 (いさとスポ-ツクラブ)

谷山 直人 (アピロ・∞（エイト）) 外山 鈴木 安田 博文 (いさとスポ-ツクラブ)

宮川 敏雄 (Key Point tennis club) 76（7） ６４ 石川 英紀 (オルフェウス)

外山 敏 (Key Point tennis club) 鈴木 厚哉 (オルフェウス)

① 松澤 直樹・出口 年一

② 石川 英紀・鈴木 厚哉

  　  　責任者：佐々木　
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平成27年度　豊田市民総合体育大会（ダブルス）

4月19日（日）  加茂川公園

男子Ｄ級-１

1R 2R F 2R 1R

寺岡 斉 (イエローボールブラザーズ)

藤原 雄大 (イエローボールブラザーズ)
寺岡
藤原

宮治 守近 (フリー) ６５ 後藤 昌矢 (HTP JAPAN)

道家　誠 (フリー) 山口 貴将 (HTP JAPAN)

６４ 廣田 ６３

田口 和也 (いさとスポ-ツクラブ) 近田 廣田 東 (ＲＥＩ)

安田 博文 (いさとスポ-ツクラブ) ６１ 近田 泰治 (ＲＥＩ)

６２

山口 吉宏 (プログレス) 渡辺 勝也 (AM 9 nine)

天野 鉄也 (プログレス) 森永 賢太 (AM 9 nine)
12 6

６３

安田

9 5

21 3

  　  　責任者：佐々木　

【 コンソレーション 】

16

田口



平成27年度　豊田市民総合体育大会（ダブルス）

4月19日（日） 　棒の手ふれあい広場

男子Ｄ級-２  

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

舩渡 康孝 (HTP JAPAN) 森 賢太郎 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

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

水口　仁 (フリー) ６０ 保田 吉見 一夫 (AM 9 nine)

増岡 悠樹 (フリー) ６２ 清水 賢 (AM 9 nine)

石川 均 (ロング・ロング・ロング) W.O 加藤 ６１ 平野 日出史 (プログレス)

岡 隆司 (ロング・ロング・ロング) 竹内 保田 真吾 (プログレス)

近藤 敬宏 (Ｔｅａｍ　Ｇｕｔ’ｓ) 大高 ６１ ６１ 馬崎 照常 (Primary)

広瀬 宏樹 (Ｔｅａｍ　Ｇｕｔ’ｓ) 丹菊 奥村 啓太 (Primary)

大高 誠 (FTC) 76（0） ６０ 加藤 伊佐夫 (Key Point tennis club)

丹菊 雄司 (FTC) 竹内 雅宏 (Key Point tennis club)

丸地 泰司 (チーム・テニス・タイホウ) 伊藤 舩渡 76（5） W.O 伊藤 幹浩 (フリー)

黒田　眞 (フリー) 鈴木 若見 鈴木　想 (フリー)

稲垣 正博 (ブランダーズテニスクラブ) ６０ ７５ 池内 岡林 努 (アピロ・∞（エイト）)

磯松 武 (ブランダーズテニスクラブ) 市川 山川 昂行 (アピロ・∞（エイト）)

伊藤 英雄 (串吉) ６２ 石川 ６３ 池内 幸弘 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

鈴木 弘康 (串吉) 野崎 市川 雅浩 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

石川 順之 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム) ６３ ６３ 滝口 智之 (WILD JOKER)

野崎 貴之 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム) 淡野 学 (WILD JOKER)

中神 徹也 (Primary) ６０ ６０ 冨田 幸治 (ＴＥＴ)

西口 拓馬 (Primary) ６４ 中村 雅之 (ＴＥＴ)

井上 大聡 (SYLPHEED IN COAT) ６３ 平石 進 (センターラケット)

村山 勇樹 (SYLPHEED IN COAT) 上村 徳洋 (センターラケット)

① 舩渡 康孝・若見 周司

② 平石 進・上村 徳洋

６４

淡野
滝口

責任者：猿原　
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平成27年度　豊田市民総合体育大会（ダブルス）

4月19日（日） 棒の手ふれあい広場

男子Ｄ級-２  

1R 2R SF F SF 2R

中神 徹也 (Primary) 稲垣 正博 (ブランダーズテニスクラブ)

西口 拓馬 (Primary)
吉見 稲垣 磯松 武 (ブランダーズテニスクラブ)

清水 磯松

吉見 一夫 (AM 9 nine) ６５ ６２ 馬崎 照常 (Primary)

清水 賢 (AM 9 nine) 奥村 啓太 (Primary)

６１

平石 進 (センターラケット) 平石 ６５ 森 賢太郎 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

上村 徳洋 (センターラケット) 上村 杉本 倍身 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム)

６２

丸地 泰司 (チーム・テニス・タイホウ) 丸地 ６０ 岡林 努 (アピロ・∞（エイト）)

黒田　眞 (フリー) 黒田 山川 昂行 (アピロ・∞（エイト）)

６１

井上 大聡 (SYLPHEED IN COAT)

村山 勇樹 (SYLPHEED IN COAT)

　　　　　　責任者：猿原　

22 12

6 18

11

【 コンソレーション 】
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平成27年度　豊田市民総合体育大会（ダブルス）
4月19日（日） 　井上公園

男子Ｄ級-３

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

長坂 明知 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム) 冨田 正幸 (プログレス)

加藤 吉浩 (ＹＹ_ｔｅｎｎｉｓ　チーム) 小池 靖弘 (プログレス)

大脇 敬治 (ロング・ロング・ロング) W.O W.O

中垣 孝行 (ロング・ロング・ロング) 下平

岡本 芳明 (Primary) W.O 岡本 下谷 足立 和繁 (ＲＥＩ)

柴田 和也 (Primary) 柴田 ６４ 石川 敏規 (FTC)

中野 圭輔 (ハイ☆ビーノ) ６３ 下平 聖音 (アピロ・∞（エイト）)

栗本 文勝 (ハイ☆ビーノ) 下谷 一成 (アピロ・∞（エイト）)

藤本　務 (フリー) W.O W.O 中原 雅史 (Ｔｅａｍ　Ｇｕｔ’ｓ)

山内 陽平 (フリー) ６２ 戸田 雄士 (Ｔｅａｍ　Ｇｕｔ’ｓ)

小林 広紀 (フリー) 上野 ６０ 田中 基夫 (トヨタ紡織　Ｂ)

大川　敏 (フリー) 杉浦 岡村 栗賀 弘樹 (トヨタ紡織　Ｂ)

杉浦 信彦 (プログレス) 杉浦 ６０ 伊藤 馨 (Ｆｏｒｅ☆Ｓｔａｒ)

杉浦 弘樹 (プログレス) 76（3） 五十嵐 章浩 (Ｔｅａｍ　Ｇｕｔ’ｓ)

松瀬 喜久雄 (Key Point tennis club) ６１ ６３ 池田 克也 (フリー)

森崎 大輔 (Key Point tennis club) 近藤 光夫 (フリー)

芝原 侑土 (アピロ・∞（エイト）) ６１ 大橋 一斗 (SYLPHEED IN COAT)

南 一樹 (アピロ・∞（エイト）) ６０ 早川 友崇 (SYLPHEED IN COAT)

上野 弘記 (オルフェウス) ６２ 稲吉 ６２ 松井 伸夫 (AM 9 nine)

岡村 豊 (オルフェウス) 宮川 矢野川 翔 (AM 9 nine)

鈴木 克弥 (ラブ・ウィンテニスクラブ) W.O ６１ 稲吉 康人 (HTP JAPAN)

中田 秀明 (ラブ・ウィンテニスクラブ) 宮川 政隆 (HTP JAPAN)

① 長坂 明知・加藤 吉浩

② 稲吉 康人・宮川 政隆

　　　　　　　 責任者：青山（伸）
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平成27年度　豊田市民総合体育大会（ダブルス）

男子Ｄ級-３ 4月19日（日） 　井上公園

1R 2R SF F SF 2R

鈴木 克弥 (ラブ・ウィンテニスクラブ)

中田 秀明 (ラブ・ウィンテニスクラブ)

６３

松瀬 喜久雄 (Key Point tennis club) 芝原 侑土 (アピロ・∞（エイト）)

森崎 大輔 (Key Point tennis club) 南 一樹 (アピロ・∞（エイト）)

６０

中野 圭輔 (ハイ☆ビーノ) 田中 ６５ 松井 伸夫 (AM 9 nine)

栗本 文勝 (ハイ☆ビーノ) 栗賀 矢野川 翔 (AM 9 nine)

６３ ６１ 芝原

田中 基夫 (トヨタ紡織　Ｂ) 南 伊藤 馨 (Ｆｏｒｅ☆Ｓｔａｒ)

栗賀 弘樹 (トヨタ紡織　Ｂ) ６５ 小林 五十嵐 章浩 (Ｔｅａｍ　Ｇｕｔ’ｓ)

大川

冨田 正幸 (プログレス) ６１ 小林　広紀 (フリー)

小池 靖弘 (プログレス) 大川　敏 (フリー)

　　　　　　　責任者：青山（伸）

６３

中田

8 9
鈴木

4 21

【 コンソレーション 】
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