
平成29年度　豊田スポーツレクリエーションテニス大会（混合ダブルス）

6月25日(日)　　高岡公園体育館

セレクションクラス　40歳代 会場責任者　　　斉藤

1R 2Ｒ SF SF 2R 1R

川口　綾 (名古屋ＧＴＣ) 勝又　弘美 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

黒瀬　達也 (名古屋ＧＴＣ) 神谷　久美子 (名古屋ＧＴＣ)

磯田　孝 (FRI) 60 井上　一也 (TTS)

小山　麻衣子 (FRI) 62 西澤　美奈子 (ﾁｰﾑA.C.K)

山森　直樹 (40-LOVE) 63 酒井　勝久 (WILD JOKER)

岩谷　美奈子 (40-LOVE) 62 大島　美香 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

村上　隆司 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 76(4)

岸本　明子 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

田中　亮英 (JORDAN T.C.) 76(5) 76(2) 門田　英男 (REI)

久保田　志保 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ) 大岩　陽子 (REI)

井上　一也 (TTS)

西澤　美奈子 (ﾁｰﾑA.C.K)

川口　綾 (名古屋ＧＴＣ)

【 3位～5位　順位決定戦 】　 黒瀬　達也 (名古屋ＧＴＣ)

1R 2R SF F

村上　隆司 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

岸本　明子 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

磯田　孝 (FRI) 64 村上　隆司 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

小山　麻衣子 (FRI) 岸本　明子 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

酒井　勝久 (WILD JOKER) 62 門田　英男 (REI)

大島　美香 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 大岩　陽子 (REI)

勝又　弘美 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 65 酒井　勝久 (WILD JOKER)

神谷　久美子 (名古屋ＧＴＣ) 大島　美香 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

田中　亮英 (JORDAN T.C.) 62 田中　亮英 (JORDAN T.C.)

久保田　志保 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ) 61 久保田　志保 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ)

山森　直樹 (40-LOVE)

岩谷　美奈子 (40-LOVE) 63

門田　英男 (REI)

大岩　陽子 (REI)
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6月25日(日)　　高岡公園体育館

会場責任者　　　斉藤

セレクションクラス　50歳代

NO 氏名　　（チーム名） 1 2 3 4 5 結果 順位

1 高塚　敏夫・高塚　美津恵（STC・ﾘﾘｰｸｨｰﾝｽﾞ） 26 61 36 26 1-3 ４

2 松井　正幸・谷口　早苗（名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 62 63 67(5) 36 2-2 ３

3 寺田　清孝・寺田　安子（ｱｰﾙｸﾞﾚｲ） 16 36 26 26 0-4 ５

4 阪野　勝・阪野　未香（FRI） 63 76(5) 62 57 3-1 ２

5 牧口　好美・峯園　数浩（Key Point tennis club） 62 63 62 75 4-0 １

セレクションクラス　60歳代

NO 氏名　　（チーム名） 1 2 3 4 結果 順位

1 野々山　道雄・大山　千代子（ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 36 61 16 1-2 3

2 阿部　憲明・阿部　由美子（ﾘﾘｰｸｨｰﾝｽﾞ） 63 64 16 2-1 2

3 佐藤　悦巳・佐藤　朋子（ﾊｯﾋﾟｰﾚｲﾝ） 16 46 76(4) 1-2 4

4 豊田　稔・坂本　真優美（YY_tennis ﾁｰﾑ） 61 61 67(4) 2-1 1

平成29年度　豊田スポーツレクリエーションテニス大会　【セレクション】

【 本戦リーグ】     

【 本戦リーグ 】     



平成29年度　豊田スポーツレクリエーションテニス大会（混合ダブルス）

6月25日(日)　　平戸橋いこいの広場

レクリエーションクラス　ファミリー 会場責任者　　　横地

1Ｒ 2Ｒ 3Ｒ SF SF 3Ｒ 2Ｒ 1Ｒ

島　健治 (JORDAN T.C.) 岩瀬　誠 (ﾚｸﾞﾙｽ庭球倶楽部)

島　康介 (ｼﾞｭﾆｱ会員)
島 岩瀬 岩瀬　加奈 (フリー)

日高　政典 (フリー)
60 64 奥山　敬之 (岡崎げんき)

日高　美穂子 (フリー)
日高 奥山　晃斗 (ｼﾞｭﾆｱ会員)

遠山　文彦 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 64 64 鈴木　雅博 (Fore☆Star)

遠山　美佐子 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 63 鈴木　佳枝 (Fore☆Star)

齋竹　美秀 (ｼｭﾅｲﾀﾞｰ･ﾃﾆｽ･ｸﾗﾌﾞ) 64 河上　誠司 (ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾗｯｼｭ)

齋竹　榛菜 (ｼｭﾅｲﾀﾞｰ･ﾃﾆｽ･ｸﾗﾌﾞ) 河上　美佐子 (ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾗｯｼｭ)

菖蒲　利明 (ｷｭｰﾌﾞ) 61 田中　昌巳 (フリー)

菖蒲　久美子 (ﾌｫﾚｽﾀﾋﾙｽﾞ) 60 河上 船越 田中　真理 (フリー)

冨田　正幸 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ) 64 64 船越　兼通 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

冨田　千穂美 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ)
定方 船越　香代子 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

定方　勇樹 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 62 谷脇 谷脇　忠光 (あっかんべ)

定方　みゆき (YY_tennis ﾁｰﾑ)
糟谷 61 谷脇　かおり (あっかんべ)

糟谷　友通 (フリー) 63 61 橋本　永和 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

糟谷　浪子 (フリー) 橋本　和奈 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

伊藤　馨 (Fore☆Star)
60 シード順 60 齋竹　由美 (ﾃﾆｽ村)

伊藤　規子 (Fore☆Star) 齋竹　薫 (ｼｭﾅｲﾀﾞｰ･ﾃﾆｽ･ｸﾗﾌﾞ)

※ 決勝は柳川瀬公園にて実施

【 本戦トーナメント 】     
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平成29年度　豊田スポーツレクリエーションテニス大会（混合ダブルス）

6月25日(日)　　平戸橋いこいの広場

レクリエーションクラス　ファミリー 会場責任者　　　横地

2R SF SF 2R 1R

齋竹　美秀 (ｼｭﾅｲﾀﾞｰ･ﾃﾆｽ･ｸﾗﾌﾞ) 日高　政典 (フリー)

齋竹　榛菜 (ｼｭﾅｲﾀﾞｰ･ﾃﾆｽ･ｸﾗﾌﾞ) 日高　美穂子 (フリー)

橋本 伊藤

橋本　永和 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 65 63 伊藤　馨 (Fore☆Star)

橋本　和奈 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)
齋竹 伊藤　規子 (Fore☆Star)

61

冨田　正幸 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ) 60 奥山 齋竹　由美 (ﾃﾆｽ村)

冨田　千穂美 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ) W.O 齋竹　薫 (ｼｭﾅｲﾀﾞｰ･ﾃﾆｽ･ｸﾗﾌﾞ)

鈴木　雅博 (Fore☆Star) 65 田中　昌巳 (フリー)

鈴木　佳枝 (Fore☆Star) 田中　真理 (フリー)

61

奥山　敬之 (岡崎げんき)

奥山　晃斗 (ｼﾞｭﾆｱ会員)
11

12 14

【 コンソレーション 】
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平成29年度　豊田スポーツレクリエーションテニス大会（混合ダブルス）

6月25日(日)　　柳川瀬公園

レクリエーションクラス　一般 会場責任者　　　岩本

1Ｒ 2Ｒ 3Ｒ QF SＦ SＦ QF 3Ｒ 2Ｒ 1Ｒ

宮本　司 (MAT) 松藤　和也 (あさこらｰず)

笹川　佳倫 (REI) 奥谷　理沙 (あさこらｰず)

石川　要 (TET) 60 武村　盛博 (40-LOVE)

堀内　真理 (HTP JAPAN) 62 玉井　沙織 (40-LOVE)

板倉　守繁 (あさこらｰず) 64 76(1) 森野　淳子 (ATC (S))

神谷　尚子 (あさこらｰず) 63 大田　一成 (ATC (S))

文田　秀子 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ) 62 出口　年一 (名古屋ＧＴＣ)

安立　和正 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ) 村山　由美子 (ｽﾊﾟｼｵⅡ)

山本　勝宏 (ｾﾝﾀｰﾗｹｯﾄ) 62 61 近藤　高史 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ)

清水　美奈子 (ｾﾝﾀｰﾗｹｯﾄ) 田中　美穂 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ)

深見　浩史 (HT) 61 63 杉山　秀樹 (あっかんべ)

石川　知子 (ｵﾙﾌｪｳｽ) 高井　典子 (あっかんべ)

梶本　昇吾 (フリー) 62 63 小寺　信也 (STC)

中川　克枝 (フリー) 小寺　朋子 (ｱｰﾙｸﾞﾚｲ)

伊藤　正雄 (ﾏﾛﾝｽﾞ) 62 61 徳川　智章 (HT)

葛岡　静 (ﾏﾛﾝｽﾞ) 杉森　あかね (HT)

青井　芳裕 (ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾗｯｼｭ) 61 山本　剛司 (ｾﾝﾀｰﾗｹｯﾄ)

青井　恭子 (ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾗｯｼｭ) 61 山本　敬子 (ｾﾝﾀｰﾗｹｯﾄ)

青木　啓悟 (YY_tennis ﾁｰﾑ) W.O 61 塚本　吉男 (ﾏﾛﾝｽﾞ)

松村　美帆 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 横井　郁子 (FRI)

安藤　暢介 (ｽﾊﾟｼｵⅡ) 61 63 63 平原　慎二 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

犬飼　陽子 (ﾘﾘｰｸｨｰﾝｽﾞ) 瀬戸　美那海 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

鎌田　元 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 61 山本　勲 (ﾏﾛﾝｽﾞ)

青井　陽子 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 山本　啓子 (ﾏﾛﾝｽﾞ)

佐々木　正巳 (ﾍｯﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞ) 61 62 稲吉　裕典 (あさこらｰず)

因幡　啓子 (MITC) 西口　真由美 (あさこらｰず)

荒川　陽 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ) W.O 62 苅部　龍夫 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

伊藤　由惟 (フリー) 62 大橋　愛子 (HT)

梅村　幸充 (あっかんべ) 75 小林　清成 (WILD JOKER)

宮村　直子 (あっかんべ) 森　結衣 (WILD JOKER)

酒井　理恵 (ﾏﾛﾝｽﾞ) 62 75 廣田　東 (REI)

上村　幸弘 (TET) 熊田　紗織 (ｷｭｰﾌﾞ)

磯松　武 (ﾌﾞﾗﾝﾀﾞｰｽﾞＴＣ) 62 62 栗賀　弘樹 (ﾏﾛﾝｽﾞ)

小倉　喜代美 (POF) 薮上　あづさ (ﾏﾛﾝｽﾞ)

嶋崎　文彦 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ) W.O 63 渡辺　敦史 (ﾏﾛﾝｽﾞ)

渡辺　順子 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ) 川合　綾子 (ﾏﾛﾝｽﾞ)

奥田　清計 (ｾﾝﾀｰﾗｹｯﾄ) 64 中根　伸也 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

橘　真美 (ｾﾝﾀｰﾗｹｯﾄ) 鶴田　久美子 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

米山　巧 (ﾏﾛﾝｽﾞ) 60 平石　康雄 (ｾﾝﾀｰﾗｹｯﾄ)

大久保　美紀 (ﾏﾛﾝｽﾞ) 64 伊藤　績子 (ｾﾝﾀｰﾗｹｯﾄ)

高橋　識成 (MAT) 62 62 溝上　英世 (QP's)

山﨑　有加 (RAIN) 渡辺　奈緒美 (QP's)

廣瀬　亮 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 61 61 吉本　克也 (MAT)

岩佐　孝子 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 南立　佳保里 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

【 本戦トーナメント 】     
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平成29年度　豊田スポーツレクリエーションテニス大会（混合ダブルス）

6月25日(日)　　柳川瀬公園

レクリエーションクラス　一般 会場責任者　　　岩本

1R 2R 3Ｒ SF SF 3Ｒ 2R 1R

梶本　昇吾 (フリー) 山本　剛司 (ｾﾝﾀｰﾗｹｯﾄ)

中川　克枝 (フリー) 山本　敬子 (ｾﾝﾀｰﾗｹｯﾄ)

米山　巧 (ﾏﾛﾝｽﾞ) 62 63 酒井　理恵 (ﾏﾛﾝｽﾞ)

大久保　美紀 (ﾏﾛﾝｽﾞ) 上村　幸弘 (TET)

溝上　英世 (QP's) 62 64 小寺　信也 (STC)

渡辺　奈緒美 (QP's) 小寺　朋子 (ｱｰﾙｸﾞﾚｲ)

廣瀬　亮 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 65 62 廣田　東 (REI)

岩佐　孝子 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 63 60 熊田　紗織 (ｷｭｰﾌﾞ)

青木　啓悟 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 山本　勲 (ﾏﾛﾝｽﾞ)

松村　美帆 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 山本　啓子 (ﾏﾛﾝｽﾞ)

磯松　武 (ﾌﾞﾗﾝﾀﾞｰｽﾞＴＣ) 中根　伸也 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

小倉　喜代美 (POF) 60 鶴田　久美子 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

近藤　高史 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ) 63 森野　淳子 (ATC (S))

田中　美穂 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ) 大田　一成 (ATC (S))

青井　芳裕 (ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾗｯｼｭ) 64 62 稲吉　裕典 (あさこらｰず)

青井　恭子 (ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾗｯｼｭ) 西口　真由美 (あさこらｰず)

栗賀　弘樹 (ﾏﾛﾝｽﾞ) 62 鎌田　元 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

薮上　あづさ (ﾏﾛﾝｽﾞ) 青井　陽子 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

杉山　秀樹 (あっかんべ) 62 松藤　和也 (あさこらｰず)

高井　典子 (あっかんべ) 奥谷　理沙 (あさこらｰず)

山本　勝宏 (ｾﾝﾀｰﾗｹｯﾄ)

清水　美奈子 (ｾﾝﾀｰﾗｹｯﾄ)
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【 コンソレーション 】
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