
豊田市民総合体育大会  テニス競技（シングルス）
１位 中河原悠士 (ｱｲｼﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) １位 桜井雄平 (TC-KYOHO)

２位 浦川弘明 (Key Point tc) ２位 中村大輔 (ﾊｯﾋﾟｰﾚｲﾝ)

１位 太田磨呂 (ｴｰｽをねらわれろ!) １位 白山龍二 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝTC)

２位 鎌田　元 (NEXT) １位 宮坂洋一 (Key Point tc)

加藤敦史 (REI) １位 河野昭彦 (ＹＢＢ)

小川真空 (JTT) １位 苅部龍夫 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

１位 川村英司 (YY_tennis ﾁｰﾑ) １位 黒柳　巧 (Improve)

２位 森 賢太郎 (YY_tennis ﾁｰﾑ) １位 平原　慎二 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

１位 立野和子 (ｽﾊﾟｼｵⅡ) １位 後藤萌花 (ﾌﾘｰ)

１位 石川亜弥 (ｼﾞｭﾆｱ会員) ２位 永田恵子 (名古屋ＧＴＣ)

２位 山田貴子 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ) 中川之恵 (ｺﾊﾞﾘﾃﾆｽﾊﾟｰｸ)

１位 山本舞子 (UGﾁｬﾚﾝｼﾞ) 丹生谷紅杏 (ｼﾞｭﾆｱ会員)

２位 畑野美穂子 (POF)

 “とよた”ビンテージ　テニスマッチ
井上一也 (TTS) 川上晃司 (ｱｲｼﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)
礒貝ひろみ (YY_tennis ﾁｰﾑ) 松木平恵美 (TET)

山森直樹 (40-LOVE) 勝野二徹 (ﾄﾖﾀｸﾞﾘｰﾝTC)
寺田　豊 (フリー) 河合幸子 (TET)

平石康雄 (ｾﾝﾀｰﾗｹｯﾄ) 井手英治 (ﾍｯﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞ)
奥田清計 (ｾﾝﾀｰﾗｹｯﾄ) 加藤淳子 (TET)

⾧谷川賢悟 (ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ) 成瀬剛史 (ﾄﾖﾀｸﾞﾘｰﾝTC)
⾧谷川淳子 (ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ) 磯松　武 (ﾌﾞﾗﾝﾀﾞｰｽﾞTC)

豊田市民総合体育大会  テニス競技（ダブルス）
高木明良 (ｱｲｼﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 佐藤佑樹 (YY_tennis ﾁｰﾑ)
新田航生 (フリー) 鎌田　元 (NEXT)

須賀隆司 (Team-F･S) 深谷桂一郎 (TC-KYOHO)
柴口　智 (ﾃﾆｽ村) 河野　諭 (TC-KYOHO)

西口康治 (ｴｰｽをねらわれろ!) 重岡　智 (Improve)
日比野陸哉 (ｴｰｽをねらわれろ!) 林　一成 (Improve)

小田紳介 (∞ﾌﾘｰﾀﾞﾑ∞) 八角侑起 (フリー)
宮司誠也 (∞ﾌﾘｰﾀﾞﾑ∞) 山田泰司 (フリー)

廣田　東 (REI) 太田磨呂 (ｴｰｽをねらわれろ!)
村井清隆 (ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾗｯｼｭ) 太田英斗 (ｴｰｽをねらわれろ!)

馬場安之 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 井上政広 (YY_tennis ﾁｰﾑ)
塚尾　彰 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 市川雅浩 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

塚尾　彰 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 上村徳洋 (ｾﾝﾀｰﾗｹｯﾄ)
馬場安之 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 若山勝弘 (ｾﾝﾀｰﾗｹｯﾄ)

市原宏紀 (Team Warm Up) 五十嵐昌夫 (MOVE)
伊藤信清 (フリー) 加藤久雄 (フリー)

5月15日

5月29、6月5日

男子Ａ級

１位

男子Ｃ級－２

１位

２位 ２位

男子Ｃ級－１

１位

男子Ｄ級－３

１位

２位 ２位

男子Ｂ級

１位

男子Ｄ級－１

１位

２位 ２位

３位 男子Ｄ級－２

１位

２位

100歳

１位

110歳

１位

２位 ２位

３位 120歳

１位

２位

男子Ｃ級-1
-５

-６

女子Ａ級

女子Ｄ級女子Ｂ級
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4月17、24、5月8日

男子Ａ級 男子Ｃ級－２

男子Ｂ級-1

男子Ｄ級-1

-２

３位
-３

-４

３位

女子Ｃ級



豊田市民総合体育大会  テニス競技（ダブルス）
難波記子 (ﾊﾆｰﾋﾞｰﾝｽﾞ) 伊藤祥子 (TTS)
高井祥子 (ﾊﾆｰﾋﾞｰﾝｽﾞ) 栗脇文絵 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

山本美穂 (ﾊﾆｰﾋﾞｰﾝｽﾞ) 永田由美 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ)
森山亜由子 (ﾊﾆｰﾋﾞｰﾝｽﾞ) 伊東美苗 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ)

小笠原千代子 (ﾊﾆｰﾋﾞｰﾝｽﾞ) 石井真由美 (名古屋ＧＴＣ)
浜島美由紀 (ﾊﾆｰﾋﾞｰﾝｽﾞ) 林　裕子 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

鷲野綾香 (TET) 山本友美 (ﾌｫﾚｽﾀﾋﾙｽﾞ)
鷲野加奈 (TET) 栗山知子 (fun♪fun)

冨田千穂美 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ) 秋田雅代 (FRI)
杉浦淳子 (FRI) 岩佐孝子 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

⾧谷川淳子 (ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ) 志水綾子 (名古屋ＧＴＣ)
畑野美穂子 (POF) 岡田千晶 (ﾃﾆｽ村)

石川やえみ (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ) 村山由美子 (ｽﾊﾟｼｵⅡ)
安井亜希子 (ﾊｰﾄｱｯﾌﾟ) 永田恵子 (名古屋ＧＴＣ)

髙木朝子 (名古屋ＧＴＣ) 神谷尚子 (あさこらｰず)
鈴木智香子 (名古屋ＧＴＣ) 奥谷理沙 (あさこらｰず)

ウィークデーテニス大会
山本美穂 (ﾊﾆｰﾋﾞｰﾝｽﾞ) 小倉喜代美 (POF)
森山亜由子 (ﾊﾆｰﾋﾞｰﾝｽﾞ) 吉田美奈子 (MOVE)

荒川　慶 (名古屋ＧＴＣ) 久瀬久己子 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)
大久保良乃 (つくしんぼ) 小伊豆恭子 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ)

豊田スポーツレクリエーション　テニス大会　 

川口　綾 (名古屋ＧＴＣ) 吉本克也 (MAT)
黒瀬達也 (名古屋ＧＴＣ) 笹川佳倫 (REI)

門田　秀男 (REI) 平原慎二 (YY_tennis ﾁｰﾑ)
大岩　陽子 (REI) 瀬戸みなみ (フリー)

菖蒲利明 (ｷｭｰﾌﾞ) 小出真弘 (名古屋ＧＴＣ)
青山恵子 (TET) 池本麻里絵 (名古屋ＧＴＣ)

辻 孝始 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 鎌田　元 (NEXT)
辻 希代子 （MITC） 青井陽子 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

阿部哲哉 (フリー)
阿部由美子 (ﾘﾘｰｸｨｰﾝｽﾞ)

島　健治 (JORDAN T.C.)
島　康介 (JTT)

6月14日(火)

6月26日

３位
【60歳代
混合】

１位

【ファミリー】 

１位

２位

セレクションクラス レクリエーションクラス

【40歳代
混合】

１位

【一般混合】  

１位

２位 ２位

【50歳代
混合】

１位

ファイトクラス

１位

フレンドクラス

１位

２位 ２位

女子Ｂ級

１位

女子Ｄ級

１位

２位 ２位

３位 ３位

5月29、6月5日

女子Ａ級

１位

女子Ｃ級

１位

２位 ２位

３位 ３位



大西明彦 (フリー) 権田朋子 (another-sky)
早川和宏 (フリー) 水越志保 (another-sky)

栗賀弘樹 (トヨタ紡織B) 松井美恵 (フリー)
米山　巧 (トヨタ紡織B) 増田郁穂 (フリー)

豊田市民テニス選手権大会（ダブルス）
鈴木隆之 (硬庭ぺんぎん) 小林清成 (WILD JOKER)
福澤拓馬 (硬庭ぺんぎん) 酒井勝久 (WILD JOKER)

須賀隆司 (Team-F･S) 橋本　弘 (FRI)
柴口　智 (ﾃﾆｽ村) 佐藤雅幸 (FRI)

樫　孝英 (MEER･岡崎ＴＣ) 阿知波信夫 (TET)
今井隆雪 (ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾗｯｼｭ) 清水幸進 (40-LOVE)

大野慎也 (Team-F･S) 富田賢二 (STC)
日尾野 裕 (MEER･岡崎ＴＣ) 高塚敏夫 (STC)

石川　均 (ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ)

金森　充 (ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ)

嶋崎文彦 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ)
磯松　武 (ﾌﾞﾗﾝﾀﾞｰｽﾞＴＣ)

難波記子 (ﾊﾆｰﾋﾞｰﾝｽﾞ) 髙木朝子 (名古屋ＧＴＣ)
高井祥子 (ﾊﾆｰﾋﾞｰﾝｽﾞ) 鈴木智香子 (名古屋ＧＴＣ)

山﨑有加 (RAIN) 浅井洋未 (POF)
笹川佳倫 (REI) 鈴木敦子 (TET)

冨田千穂美 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ)
杉浦淳子 (FRI)

豊田市民テニス選手権大会（シングルス）
１位 鈴木隆之 (硬庭ぺんぎん) １位 鈴木康友 (ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾗｯｼｭ)

２位 岩本　亮 (硬庭ぺんぎん) ２位 門田秀男 (REI)

中野秀一 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 伊藤博康 (ﾄﾖﾀ自動車名古屋)

安藤元旗 (arT.C) ⾧谷川賢悟 (ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ)

１位 北川　薫 (ﾃﾆｽ村) １位 橋本太紀夫 (ﾊｯﾋﾟｰﾚｲﾝ)

２位 岡戸成吾 (ｻﾝｴｲﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) ２位 加藤繁男 (ﾚｸﾞﾙｽ庭球倶楽部)

山田幸司 (ﾆｭ-ﾀｲﾌﾟ) 伊藤英雄 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

川村英司 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 秋山佳津史 (ﾊｯﾋﾟｰﾚｲﾝ)

１位 山﨑有加 (RAIN) １位 鈴木ゆみを (40-LOVE)

２位 丹生谷紅杏 (ｼﾞｭﾆｱ会員) ２位 齋竹由美 (ﾃﾆｽ村)

１位 日下部亜弓 (うめつぼだいＳＣ) １位 澤野初恵 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

２位 大橋愛子 (GOTT)

7月24日

9月25日

10月16日

女子一般 女子45歳

女子35歳
女子55歳

２位

男子一般 男子45歳

３位 ３位

男子35歳 男子55歳

３位 ３位

男子55歳

１位

２位

女子一般

１位 女子35歳 １位

２位

女子45歳

１位

男子一般

１位

男子35歳

１位

２位 ２位

３位 男子45歳

１位

２位

豊田初心者テニス交流会

男子

１位

女子

１位

２位 ２位


