
平成30年度　豊田市民テニス選手権大会 （ シングルス ）

 会場 ： 柳川瀬公園 

男子一般

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

[1] 青井 芳裕

[2] 細井 和也

[3] 佐久間 康幸

[4] 谷山 直人 [3] [4]は抽選

細井 和也 (ｾﾝﾀｰﾗｹｯﾄ)

F

シード
27 深谷 桂一郎 (TC-KYOHO) [2] 54

田口 俊一 (MITC)

26 富田 洋平 (硬庭ぺんぎん) 53 川村 英司 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

25 秦 良介 (WILD JOKER) 52

奥村 啓太 (Primary)

24 堀 敦紀 (another-sky) 51 吉田 秀幸 (JORDAN T.C.)

23 近藤 秀昭 (UGﾁｬﾚﾝｼﾞ) 50

久保 望 (MOVE)

22 宇根 良嘉 (ｷｭｰﾌﾞ) 49 山岸 保之 (林ﾃﾚﾝﾌﾟﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

21 加藤 直輝 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 48

岩本 亮 (硬庭ぺんぎん)

20 小池 将也 (JTTC) 47 渕上 雅博 (フリー)

19 若山 勝弘 (ｾﾝﾀｰﾗｹｯﾄ) 46

山田 紘輝 (ﾄﾖﾀ自動車本社)

18 大平 純也 (林ﾃﾚﾝﾌﾟﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 45 成田 健人 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

17 岡本 芳明 (Primary) 44

中野 秀一 (あっかんべ)

16 佐々木 健司 (Fore☆Star) 43 伊能 彰英 (HT)

15 山下 修司 (ﾄﾖﾀ自動車本社) 42

植木 義潤 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

[4] 14 谷山 直人 (Primary) [3] 41 佐久間 康幸 (MOVE)

13 泊 裕介 (ﾄﾖﾀ自動車本社) 40

浅井 文宣 (林ﾃﾚﾝﾌﾟﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

12 平松 優斗 (ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ) 39 鈴木 雅博 (Fore☆Star)

11 山森 直樹 (40-LOVE) 38

大川 優弥 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

10 岡本 隼汰 (ﾚｱﾚｱ ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 37 野村 拓也 (another-sky)

9 河野 諭 (TC-KYOHO) 36

西野 和愛 (Primary)

8 安藤 元旗 (arT.C) 35 浦川 弘明 (あっかんべ)

7 稲垣 貴俊 (GOTT) 34

河村 隆一 (Improve)

6 石垣 孝康 (フリー) 33 宮本 敦史 (REI)

5 芝原 侑士 (Primary) 32

水野 峻 (RRTC)

4 畑野 直之 (林ﾃﾚﾝﾌﾟﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 31 土橋 慧亮 (ﾄﾖﾀ自動車本社)

3 古澤 滉樹 (another-sky) 30

今城 卓 (arT.C)

2 野村 迅人 (JORDAN T.C.) 29 鈴木 隆之 (硬庭ぺんぎん)

[1] 1 青井 芳裕 (ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾗｯｼｭ) 28



平成30年度　豊田市民テニス選手権大会 （ シングルス ）

 会場 ： 加茂川公園 

男子35歳以上

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

[1] 高木 文明

[2] 廣瀬 亮

[3] 岡戸 成吾

F

シード

小川 哲弥 (REI)

12 広瀬 宏樹 (フリー) [2] 24 廣瀬 亮 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

11 高木 健二 (REI) 23

田口 大海 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

10 伊藤 幹浩 (じょいふる) 22 車谷 賢司 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ)

9 若林 広輔 (STC) 21

永冶 健太朗 (REI)

8 曽我 尚哉 (フリー) 20 石川 英紀 (ｵﾙﾌｪｳｽ)

[3] 7 岡戸 成吾 (ｻﾝｴｲﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 19

桜井 雄平 (TC-KYOHO)

6 皆浦 純一 (ｻﾝｴｲﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 18 岩成 洋平 (REI)

5 久守 剛 (ｲｴﾛｰﾎﾞｰﾙﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ) 17

道家 誠 (TEAM HIRO)

4 中村 大輔 (ﾊｯﾋﾟｰﾚｲﾝ) 16 淀川 聡 (ﾆﾃﾞｯｸ)

3 伊藤 絢策 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 15

廣田 東 (REI)

2 笹澤 匡人 (ｽﾀｰ☆) 14 中村 賢司 (フリー)

[1] 1 高木 文明 (REI) 13



平成30年度　豊田市民テニス選手権大会 （ シングルス ）

 会場 ： 地域文化広場 

男子45歳以上

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

[1] 鈴木 康友

[2] 門田 英男

[3] 藤本 勝利 [2] [3]は抽選

F

シード

鶴田 尚志 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

20 長谷川 賢悟 (ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ) [2] 40 門田 英男 (REI)

19 宮治 誠 (ﾏﾛﾝｽﾞ) 39

林 和宏 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

18 足立 和繁 (REI) 38 内匠 正治 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ)

17 上村 徳洋 (ｾﾝﾀｰﾗｹｯﾄ) 37

杉浦　充 (フリー)

16 新家 芳和 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 36 山本 修一 (ﾛﾋﾞﾝｽﾞ)

15 河合 一英 (TEAM HIRO) 35

栗賀 弘樹 (ﾏﾛﾝｽﾞ)

14 広安 一博 (ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ) 34 奥田 清計 (ｾﾝﾀｰﾗｹｯﾄ)

13 安立 和正 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ) 33

大脇 敬治 (ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ)

12 高田 孝幸 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 32 小山 真一朗 (40-LOVE)

[3] 11 藤本 勝利 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 31

北川 大輔 (ﾏﾛﾝｽﾞ)

10 酒井 勝久 (WILD JOKER) 30 田中 英雄 (ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾗｯｼｭ)

9 BYE 29

土谷 祐介 (富士ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

8 永田 喜芳 (ﾏﾛﾝｽﾞ) 28 永坂 光明 (LA VIE EN ROSE)

7 落合 瞬 (ｾﾝﾀｰﾗｹｯﾄ) 27

朝岡 洋 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ)

6 島 健治 (JORDAN T.C.) 26 臼井 隆 (フリー)

5 米山 巧 (ﾏﾛﾝｽﾞ) 25

杉本 倍身 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

4 本山 潔 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 24 五十嵐 章浩 (JORDAN T.C.)

3 藤嶋 正剛 (微魔女ﾘﾃｨ) 23

山田 幸司 (あっかんべ)

2 塚本 卓美 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ) 22 山本 勲 (ﾏﾛﾝｽﾞ)

[1] 1 鈴木 康友 (あっかんべ) 21



平成30年度　豊田市民テニス選手権大会 （ シングルス ）

 会場 ： 高岡公園体育館 

男子55歳以上

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

[1] 橋本 太紀夫

[2] 平石 康雄

[3] 越智 英雄

[4] 渥美 誠 [3] [4]は抽選

F

シード

岡田 朋之 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ)

22 伊藤 英雄 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ) [2] 44 平石 康雄 (ｾﾝﾀｰﾗｹｯﾄ)

21 丸地 泰司 (ﾁｰﾑ･ﾃﾆｽ･ﾀｲﾎｳ) 43

田中 昌巳 (フリー)

20 駒井 誓 (TEAM HIRO) 42 井上 広巳 (富士ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

19 外山 敏 (あっかんべ) 41

須田 享 (MOVE)

18 BYE 40 豊田 稔 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

17 中井 和彦 (POF) 39

堀田 信和 (Key Point tennis club)

16 宮坂 洋一 (Key Point tennis club) 38 市川 哲正 (ﾆﾃﾞｯｸ)

15 野々山 道雄 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 37

堀 寿和 (あっかんべ)

14 小島 幸文 (POF) 36 大西 勝 (下山ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

13 西田 孝秀 (フリー) 35

越智 英雄 (RRTC)

[4] 12 渥美 誠 (RRTC) 34 加藤 繁男 (ﾚｸﾞﾙｽ庭球倶楽部)

11 大橋 弘正 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) [3] 33

北條 俊明 (POF)

10 小林 清成 (WILD JOKER) 32 広浦 吉昭 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

9 池田 克也 (TEAM HIRO) 31

室 美喜夫 (ｲｴﾛｰﾎﾞｰﾙﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ)

8 喜多 忠治 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 30 米山 敦 (ﾍｯﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞ)

7 苅部 龍夫 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ) 29

榎屋 利一 (Key Point tennis club)

6 吉村 雅行 (POF) 28 松原 静男 (TET)

5 河本 正弘 (いさとｽﾎﾟ-ﾂｸﾗﾌﾞ) 27

袴田 尚樹 (RRTC)

4 栗本 文勝 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ) 26 高塚 敏夫 (STC)

3 稲吉 利彦 (ﾆﾃﾞｯｸ) 25

小山 和男 (TEAM HIRO)

2 長谷部 範幸 (TEAM HIRO) 24 榊原 守 (ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾗｯｼｭ)

[1] 1 橋本 太紀夫 (ﾊｯﾋﾟｰﾚｲﾝ) 23


