
2020年度　"とよた"ビンテージテニスマッチ（ダブルス）

9月13日（日）高岡公園体育館

1R QF SF SF QF 1R

田中 英雄 (ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾗｯｼｭ) 平石 進 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

今井 隆雪 (Team-F･S) 嶋田 和直 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

上村 徳洋 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 栗賀 弘樹 (ﾏﾛﾝｽﾞ)

若山 勝弘 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 水野 和久 (ﾏﾛﾝｽﾞ)

安宅 博徳 (arT.C) 真野 裕志 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ)

金丸 さとみ (FRI) 内匠 正治 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ)

高須 聡美 (UGﾁｬﾚﾝｼﾞ) 勝野 二徹 (ﾄﾖﾀｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

日高 純子 (UGﾁｬﾚﾝｼﾞ) 長谷川 賢悟 (ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ)

西澤 美奈子 (ﾁｰﾑA.C.K) 安藤 輝美 (ｶﾐﾝｸﾞ)

井上 一也 (TTS) 原田 隆晴 (ﾄﾖﾀｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

森 健治 (RRTC) 安藤 一也 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ)

関山 羊二 (RRTC) 安立 和正 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ)

倉橋　伸郎 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 吉田 陽一 (あっかんべ)

倉橋　悦子 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 川端　宣晴 (フリー)

長谷部 弘之 (あっかんべ) 金剛 一也 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

神谷 久美子 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 奥田 晴計 (YY_tennis ﾁｰﾑ)
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 [１] 田中 英雄・今井 隆雪 

 [２] 金剛 一也・奥田 晴計 

 [３] 西澤 美奈子・井上 一也 

     [2] [3]は抽選 



2020年度　"とよた"ビンテージテニスマッチ（ダブルス）

9月13日（日）高岡公園体育館

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

長沼 恵久子 (MARS) 山口 英司 (40-LOVE)

林　雄大 (フリー) 山田 雄二 (40-LOVE)

山本 勝宏 (M.J.S) 海江田 久 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

杉本 倍身 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 清水 庫二 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

村山 宏久 (ｽﾊﾟｼｵⅡ) 田中　政昭 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ)

田口 理恵 (ｽﾊﾟｼｵⅡ) 鈴木 和孝 (フリー)

北條 俊明 (POF) 菖蒲 利明 (ｷｭｰﾌﾞ)

隅田 克伸 (POF) 青山 恵子 (TET)

山口 嘉裕 (あっかんべ) 出口 年一 (ｽﾊﾟｼｵⅡ)

殷 耀晨 (あっかんべ) 村山 由美子 (ｽﾊﾟｼｵⅡ)

佐々木 正巳 (ﾍｯﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞ) 船越 兼通 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

大野 慎也 (Team-F･S) 椿 宏貴 (フリー)

松村 晃一 (ｽﾊﾟｼｵⅡ) 渡邊 和弘 (TEAM HIRO)

松木平 恵美 (TET) 宮治 守近 (TEAM HIRO)

川村 英之 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝ ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

岡田 朋之 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ)

富田 賢二 (STC) 袴田 尚樹 (RRTC)

犬飼 陽子 (STC) 澤島 秀司 (RRTC)
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 [１] 長沼 恵久子・林 雄大 

 [２] 袴田 尚樹・澤島 秀司 

 [３] 菖蒲 利明・青山 恵子 



2020年度　"とよた"ビンテージテニスマッチ（ダブルス）

9月13日（日）平戸橋いこいの広場

1R QF SF SF QF 1R

越智 英雄 (RRTC) 浅井 さつき (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ)

堀 寿和 (あっかんべ) 井波 琴美 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ)

安徳 博樹 (三菱自動車名古屋) 山田 茂 (ﾄﾖﾀｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

榊原 俊次 (三菱自動車名古屋) 加藤 直美 (フリー)

辻 勝也 (T-backs) 加藤 廉一郎 (TEAM HIRO)

堀内 真理 (T-backs) 河合 一英 (TEAM HIRO)

其田 智子 (UGﾁｬﾚﾝｼﾞ) 渥美 誠 (RRTC)

下川 美代子 (ECO) 鳥居 厚夫 (RRTC)

川上 晃司 (ｱｲｼﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 松井 啓仁 (RRTC)

冨岡 波江 (TET) 山本 功一 (RRTC)

宮川 敏雄 (あっかんべ) 今井 マリレン (YY_tennis ﾁｰﾑ)

外山 敏 (あっかんべ) 鈴木 ゆみを (40-LOVE)

太田 信一 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ) 広田 重義 (MOVE)

杉浦 智子 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ) 大西 浩嗣 (ｶﾐﾝｸﾞ)

苅部 龍夫 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ) 平石 康雄 (M.J.S)

高田 孝幸 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 廣岡 義彦 (M.J.S)
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120歳ダブルス
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 [１] 越智 英雄・堀 寿和 

 [２] 平石 康雄・廣岡 義彦 



2020年度　"とよた"ビンテージテニスマッチ（ダブルス）

9月13日（日）平戸橋いこいの広場

1R QF SF SF QF 1R

高月 勝広 (POF) 中林　秀敏 (フリー)

小出 恵子 (POF) 加藤　泰孝 (フリー)

杉山 秀樹 (あっかんべ) 本田 陽広 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

森本 常二 (あっかんべ) 広浦 吉昭 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

二木 史郎 (三菱自動車名古屋) 猿原 茂 (MOVE)

山下 隆宏 (三菱自動車名古屋) 折戸 保夫 (ﾌﾞﾗﾝﾀﾞｰｽﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

高塚 敏夫 (STC) 下保木　義和 (arT.C)

高塚 美津恵 (STC) 鈴木　吉弘 (arT.C)

伊藤 立三 (e&fﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 柴田 東八 (西岡 Tennis Freak)

小林 富夫 (e&fﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 渡辺 幸子 (ﾎﾟｹｯﾄ)
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