
2019年度　豊田市民テニス選手権大会（ダブルス）

男子一般

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

勝野 二徹 (ﾄﾖﾀｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 都築 大二郎 (青空ﾌﾞﾛｽ)

長谷川 賢悟 (ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ) 畠山 雄一 (青空ﾌﾞﾛｽ)

野村 拓也 (another-sky) 中島 正敏 (Fore☆Star)

杉山 駿介 (another-sky) 峯園 数浩 (Key Point tennis club)

富田 洋平 (硬庭ぺんぎん) 大野 宏海 (another-sky)

大嶽 昌志 (硬庭ぺんぎん) 古澤 滉樹 (another-sky)

土井 久幸 (another-sky) 田中 昌巳 (STC)

右城 賢人 (another-sky) 田中 純 (STC)

神谷 好昭 (Fore☆Star) 稲垣 貴俊 (GOTT)

城　隼人 (フリー) 伊藤 彰記 (GOTT)

保田 真吾 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ) 勢村 剛 (another-sky)

平野 日出史 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ) 松本 晃範 (another-sky)

宮本 司 (FRI) 青井 芳裕 (ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾗｯｼｭ)

高橋 識成 (RAIN) 前川 寛明 (フリー)

大間 俊一郎 (三菱自動車名古屋) 河野 諭 (TC-KYOHO)

門園 達郎 (三菱自動車名古屋) 深谷 桂一郎 (TC-KYOHO)

関 純一朗 (西岡 Tennis Freak) 長谷川 貴大 (JORDAN T.C.)

山本 智士 (西岡 Tennis Freak) 堀 敦紀 (another-sky)

平井 康寛 (フリー) 白川 英樹 (西岡 Tennis Freak)

森 優稀 (フリー) 成瀬 剛史 (ﾄﾖﾀｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

落合 良介 (フリー) 飯見 康巨 (another-sky)

平野 亮 (フリー) 荒木 敦生 (another-sky)

碇谷 弘晃 (フリー) 芝原 侑士 (Primary)

谷脇 忠光 (あっかんべ) 谷山 直人 (Primary)

藪亀 高宏 (another-sky)

西島 芳則 (another-sky)

浅井 冠次 (another-sky) 野村 迅人 (JORDAN T.C.)

山本 純愛 (another-sky) 成田 健人 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)
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 会場 ： 柳川瀬公園 
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2019年度　豊田市民テニス選手権大会（ダブルス）

男子35歳以上

1R 2R SF SF 2R 1R

大野 慎也 (Team-F･S) 鷲見 信行 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

山本 圭吾 (ﾚｸﾞﾙｽ庭球倶楽部) 山田 幸司 (あっかんべ)

堀内 文人 (T-backs) 浅井 佑介 (JORDAN T.C.)

辻 和秀 (T-backs) 大橋 了輔 (ｵﾙﾌｪｳｽ)

岡本 芳明 (Primary) 長坂 明知 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

馬崎 照常 (Primary) 加藤 吉浩 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

大石 悟 (ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ)

中垣 孝行 (ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ)

平原 慎二 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 加藤 正樹 (FUJIﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

安井 一秀 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 野口 茂樹 (FUJIﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

 会場 ： 平戸橋いこいの広場
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2019年度　豊田市民テニス選手権大会（ダブルス）

男子45歳以上

1R 2R SF SF 2R 1R

島 健治 (JORDAN T.C.) 大橋 弘正 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

出口 年一 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 川上 英樹 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

辻 勝也 (T-backs) 鈴木 康友 (あっかんべ)

坂本 義昌 (T-backs) 大久保 雅史 (あっかんべ)

渡邊 和弘 (TEAM HIRO)

小山 和男 (TEAM HIRO)

荒谷 勝巳 (FUJIﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 上村 徳洋 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

土谷 祐介 (FUJIﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 若山 勝弘 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

川村 英之 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 黒川 実 (いさとｽﾎﾟ-ﾂｸﾗﾌﾞ)

岡田 朋之 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ) 近藤 光夫 (いさとｽﾎﾟ-ﾂｸﾗﾌﾞ)

安藤 輝美 (ｶﾐﾝｸﾞ) 加原 啓次 (ﾛﾋﾞﾝｽﾞ)

原田 隆晴 (ﾄﾖﾀｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 山本 修一 (ﾛﾋﾞﾝｽﾞ)

栗賀 弘樹 (ﾏﾛﾝｽﾞ) 富田 賢二 (STC)

水野 和久 (ﾏﾛﾝｽﾞ) 高塚 敏夫 (STC)

 会場 ： 平戸橋いこいの広場
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2019年度　豊田市民テニス選手権大会（ダブルス）

男子55歳以上

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

袴田 尚樹 (RRTC) 平石 康雄 (M.J.S)

後藤 一博 (あっかんべ) 廣岡 義彦 (M.J.S)

栗本 文勝 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ) 長谷部 範幸 (TEAM HIRO)

宮治 守近 (TEAM HIRO) 駒井 誓 (TEAM HIRO)

須田 享 (MOVE) 堀田 信和 (Key Point tennis club)

谷原 浩 (やまびこ) 榎屋 利一 (Key Point tennis club)

山本 勲 (ﾏﾛﾝｽﾞ) 野々山 道雄 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

塚本 吉男 (ﾏﾛﾝｽﾞ) 阿部　哲夫 (フリー)

吉田 陽一 (あっかんべ) 北條 俊明 (POF)

遠藤 信二 (フリー) 隅田 克伸 (POF)

小島 幸文 (POF) 高田 孝幸 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

中井 和彦 (POF) 國島 聖一 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

下ノ本 詞之 (あっかんべ)

岡本 康一 (あっかんべ)

川島 修 (ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾗｯｼｭ) 本田 陽広 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

佐藤 真弘 (ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾗｯｼｭ) 広浦 吉昭 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

宮川 敏雄 (あっかんべ) 紅谷 良弘 (西岡 Tennis Freak)

外山 敏 (あっかんべ) 磯松 武 (ﾌﾞﾗﾝﾀﾞｰｽﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

岡本 恵祐 (岡崎げんき) 堀 寿和 (あっかんべ)

平石 進 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 越智 英雄 (RRTC)
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 会場 ： 柳川瀬公園 
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 [１] 袴田 尚樹・後藤 一博 

 [２] 堀 寿和・越智 英雄 
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