
平成29年度　豊田市民テニス選手権大会 （ ダブルス ）

会場 ： 井上公園

男子一般

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

鈴木 隆之 (硬庭ぺんぎん) 中島 正敏 (Fore☆Star)

福澤 拓馬 (硬庭ぺんぎん) 木村 好克 (フリー)

石川 達也 (フリー) 平岩 純一 (硬庭ぺんぎん)

渋谷 知樹 (フリー) 富田 洋平 (硬庭ぺんぎん)

定方 勇樹 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 中島 隆行 (フリー)

松井 克貴 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 伊藤 幹大 (フリー)

下垂 真和 (フリー) 鈴木 健成 (MTT)

水野 和也 (フリー) 武田 恭平 (ﾃﾆすまｸﾗﾌﾞ)

川口 峻征 (POF) 芝原 侑士 (Primary)

岩井 義樹 (REI) 谷山 直人 (Primary)

太地 利夫 (Fore☆Star) 田口 博之 (ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾗｯｼｭ)

神谷 好昭 (Fore☆Star) 青井 芳裕 (ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾗｯｼｭ)

奥村 啓太 (Primary) 渡辺 幸治 (another-sky)

柴田 和也 (Primary) 松本 晃範 (another-sky)

河野 諭 (TC-KYOHO) 神谷 幸洋 (ﾚｱﾚｱ ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

深谷 桂一郎 (TC-KYOHO) 森田 圭 (ﾚｱﾚｱ ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

岩下 亮太 (ﾚｱﾚｱ ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 堀 敦紀 (another-sky)

森川 繁 (ﾚｱﾚｱ ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 河野 翔真 (another-sky)

西淵 貴大 (∞ﾌﾘｰﾀﾞﾑ∞) 岡本 芳明 (Primary)

掘田 智紀 (フリー) 馬崎 照常 (Primary)

中野 秀一 (あっかんべ) 小川 哲弥 (REI)

浦川 弘明 (あっかんべ) 佐藤 暁 (REI)

三品 伸泰 (小島ﾌﾟﾚｽ硬式ﾃﾆｽ同好会) 河村 康之 (ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ)

大島 順敏 (小島ﾌﾟﾚｽ硬式ﾃﾆｽ同好会) 石居 和樹 (林ﾃﾚﾝﾌﾟﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

浅井 冠次 (another-sky) 須賀 隆司 (Team-F･S)

山本 純愛 (another-sky) 柴口 智 (ﾃﾆｽ村)

シード

 [1]　鈴木・福澤

 [2]　須賀・柴口
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平成29年度　豊田市民テニス選手権大会 （ ダブルス ）

会場 ： 高岡公園体育館

男子35歳以上

1R 2R SF SF 2R 1R

小林 清成 (WILD JOKER) 市川 雅浩 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

酒井 勝久 (WILD JOKER) 井上 政広 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

小出 真弘 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 藪亀 高宏 (another-sky)

井林 知之 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 西島 芳則 (another-sky)

冨田 一行 (REI) 田中 基之 (ﾚｸﾞﾙｽ庭球倶楽部)

平原 慎二 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 岩瀬 誠 (ﾚｸﾞﾙｽ庭球倶楽部)

久守 剛 (ｲｴﾛｰﾎﾞｰﾙﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ) 宮治 守近 (TEAM HIRO)

寺岡 斉 (ｲｴﾛｰﾎﾞｰﾙﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ) 渡邊 和弘 (TEAM HIRO)

浅井 佑介 (LA VIE EN ROSE) 山田 幸司 (あっかんべ)

中島 洋一 (ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ) 鷲見 信行 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

飯島 洋志 (AKP-Nagoya) 大脇 敬治 (ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ)

大川 達彦 (AKP-Nagoya) シード 中垣 孝行 (ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ)

 [1]　小林・酒井

 [2]　大脇・中垣
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平成29年度　豊田市民テニス選手権大会 （ ダブルス ）

会場 ： 高岡公園体育館

男子４５歳以上

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

高塚 敏夫 (STC) 山森 直樹 (40-LOVE)

富田 賢二 (STC) 寺田 豊 (フリー)

小山 真一朗 (40-LOVE)

梅村 尚樹 (40-LOVE)

北原 健司 (JORDAN T.C.) 関山 羊二 (RRTC)

吉田 秀幸 (JORDAN T.C.) 山崎 勝 (RRTC)

奥田 清計 (ｾﾝﾀｰﾗｹｯﾄ) 山口 吉宏 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

落合 瞬 (ｾﾝﾀｰﾗｹｯﾄ) 天野 鉄也 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

栗本 文勝 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ) 林 和宏 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

太田 信一 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ) 勝又 弘美 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

五十嵐 昌夫 (MOVE) 大野 慎也 (Team-F･S)

加藤 久雄 (フリー) 山本 圭吾 (ﾚｸﾞﾙｽ庭球倶楽部)

袴田 尚樹 (RRTC) 荒谷 勝巳 (富士ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

澤島 秀司 (RRTC) 土谷 祐介 (富士ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

安井 一秀 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 武本 康蔵 (HT)

高田 孝幸 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 田森 雄治 (HT)

山下 耕四郎 (ﾛﾋﾞﾝｽﾞ) 島 健治 (JORDAN T.C.)

山本 修一 (ﾛﾋﾞﾝｽﾞ) 出口 年一 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

杉野 正幸 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ) 上村 徳洋 (ｾﾝﾀｰﾗｹｯﾄ)

内藤 亘浩 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ) 若山 勝弘 (ｾﾝﾀｰﾗｹｯﾄ)

安藤 輝美 (ｶﾐﾝｸﾞ) 鈴木 康友 (あっかんべ)

原田 隆晴 (ﾄﾖﾀｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) シード 大久保 雅史 (あっかんべ)

 [1]　高塚・富田

 [2]　鈴木・大久保
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平成29年度　豊田市民テニス選手権大会 （ ダブルス ）

会場 ： 高岡公園体育館

男子５５歳以上

1R 2R SF SF 2R 1R

石川 均 (ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ) 井上 広巳 (富士ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

金森 充 (ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ) 琴河 恒治 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

丸地 泰司 (ﾁｰﾑ･ﾃﾆｽ･ﾀｲﾎｳ) 井田 裕補 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

黒田 真 (MOVE) 礒貝 公丈 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

桑原 孝夫 (FRI) 平石 康雄 (ｾﾝﾀｰﾗｹｯﾄ)

岩崎 功一 (FRI) 平石 進 (ｾﾝﾀｰﾗｹｯﾄ)

冨田 正幸 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ) 本田 陽広 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

小池 靖弘 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ) 広浦 吉昭 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

杉山 秀樹 (あっかんべ) 伊藤 丹治 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

後藤 一博 (あっかんべ) 清水 弘一 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

近田 泰治 (REI) 渥美 誠 (RRTC)

石田 英雄 (REI) 越智 英雄 (RRTC)

庵谷 久行 (JORDAN T.C.) 嶋崎 文彦 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ)

折戸 保夫 (ﾌﾞﾗﾝﾀﾞｰｽﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) シード 磯松 武 (ﾌﾞﾗﾝﾀﾞｰｽﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

 [1]　石川・金森

 [2]　嶋崎・磯松
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