
2019年度　豊田市民総合体育大会テニス競技（シングルス）

男子Ａ級 会場：4月21日（日）　地域文化広場

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

山岸 拓馬 (POF)

2 安藤 佑樹 (ﾁｰﾑ･ﾃﾆｽ･ﾀｲﾎｳ) 13 BYE

[1] 1 宇根 良嘉 (ｷｭｰﾌﾞ) 12

川本拓哉 (∞ﾌﾘｰﾀﾞﾑ∞)

4 佐伯 健一 (Team-F･S) 15 喜多 忠治 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

3 渡辺 俊樹 (フリー) 14

吉田 秀幸 (JORDAN T.C.)

6 泊 裕介 (ﾄﾖﾀ自動車本社) [3] 17 佐久間 康幸 (MOVE)

5 山田 幸司 (あっかんべ) 16

平松 優斗 (ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ)

8 山下 剛 (ｵﾙﾌｪｳｽ) 19 廣瀬 亮 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

7 山田 毅 (ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ) 18

21 中村 英憲 (フリー)

9 山田 智広 (フリー) 20

中河原 悠士 (ｱｲｼﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

F

11 下村 拓也 (Improve) [2] 22

土橋 慧亮 (ﾄﾖﾀ自動車本社)

10 横江 正幸 (REI)

シード 

 [１] 宇根 良嘉 

 [２] 中河原 悠士 

 [３] 佐久間 康幸 



2019年度　豊田市民総合体育大会テニス競技（シングルス）

男子Ｂ級 会場：4月14日（日）　柳川瀬公園

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

門田 英男 (REI)

2 菅原 嘉彦 (フリー) 22 水野 峻 (RRTC)

[1] 1 大平 純也 (林ﾃﾚﾝﾌﾟﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 21

伊藤慎吾 (フリー)

4 朝井 良太 (硬庭ぺんぎん) 24 成田 健人 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

3 中村 卓 (いさとｽﾎﾟ-ﾂｸﾗﾌﾞ) 23

渡辺 敦史 (ﾏﾛﾝｽﾞ)

6 河村 隆一 (Improve) 26 萩原 雄介 (arT.C)

5 田口 大海 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 25

堀 敦紀 (another-sky)

8 井上 健一 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 28 深谷 桂一郎 (TC-KYOHO)

7 桜井 雄平 (TC-KYOHO) 27

藤尾 竜太郎 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

10 高木 健二 (REI) [3] 30 中村 大輔 (ﾊｯﾋﾟｰﾚｲﾝ)

9 BYE 29

町居 真伍 (another-sky)

12 堀場 俊宏 (硬庭ぺんぎん) 32 入山 和也 (UGﾁｬﾚﾝｼﾞ)

11 袴田 尚樹 (RRTC) 31

川村 英司 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

14 寺田 清孝 (ｱｰﾙｸﾞﾚｲ) 34 平碆 進 (ATC (S))

13 村上 聡哉 (TTS) 33

杉浦 学 (REI)

16 河野 諭 (TC-KYOHO) 36 平岩 純一 (硬庭ぺんぎん)

15 高木 文明 (REI) 35

38 渥美 誠 (RRTC)

17 石垣孝康 (フリー) 37

F

神谷 好昭 (Fore☆Star)

20 小椋 等 (YY_tennis ﾁｰﾑ) [2] 40 島 健治 (JORDAN T.C.)

19 武村 盛博 (40-LOVE) 39

中野 秀一 (あっかんべ)

18 三浦 龍真 (フリー)

シード 

 [１] 大平 純也 

 [２] 島 健治 

 [３] 中村 大輔 

     [2] [3]は抽選 



2019年度　豊田市民総合体育大会テニス競技（シングルス）

男子Ｃ級-1 会場：4月14日（日）　加茂川公園

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

橋本 弘 (FRI)

2 宮治 誠 (ﾏﾛﾝｽﾞ) 16 栗賀 弘樹 (ﾏﾛﾝｽﾞ)

[1] 1 加藤 裕 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 15

松井 克貴 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

4 関山 羊二 (RRTC) 18 伊藤 幹浩 (じょいふる)

3 永坂 光明 (ﾌﾞﾗﾝﾀﾞｰｽﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 17

堀内 文人 (T-backs)

6 長坂 明知 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 20 斉藤 公人 (KCH)

5 大橋 弘正 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 19

細井 和也 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

[3] 8 吉村 雅行 (POF) 22 鈴木 雅博 (Fore☆Star)

7 鹿沼 祐介 (フリー) [4] 21

國島 聖一 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

10 小林 清成 (WILD JOKER) 24 藤田 博久 (RRTC)

9 安立 和正 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ) 23

26 中川 英樹 (Hello-Win)

11 山本 政巳 (ｵﾙﾌｪｳｽ) 25

F

林 拓希 (Fore☆Star)

14 植木 義潤 (YY_tennis ﾁｰﾑ) [2] 28 高田 孝幸 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

13 武田 恭平 (じょいふる) 27

宇佐美 道生 (UGﾁｬﾚﾝｼﾞ)

12 内村浩光 (フリー)

シード 

 [１] 加藤 裕 

 [２] 高田 孝幸 

 [３] 吉村 雅行 

 [４] 細井 和也 



2019年度　豊田市民総合体育大会テニス競技（シングルス）

男子Ｃ級-2 会場：4月15日（日）　井上公園

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

奥田 晴計 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

2 酒井 勝久 (WILD JOKER) 16 牧内 裕治 (UGﾁｬﾚﾝｼﾞ)

[1] 1 戸田 和之 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 15

佐々木 健司 (Fore☆Star)

4 細井 郁夫 (ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ) 18 江崎 隆史 (RRTC)

3 今城 卓 (arT.C) 17

本山 潔 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

6 永田 喜芳 (ﾏﾛﾝｽﾞ) 20 黒川 浩平 (JTT会員)

5 大平 裕晃 (フリー) 19

田口 俊一 (MITC)

[3] 8 岩田 元樹 (林ﾃﾚﾝﾌﾟﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 22 岩月 一裕 (フリー)

7 石井 仁 (ﾕﾆﾁｶ岡崎) [4] 21

伊藤 真也 (フリー)

10 田嶋 大輝 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 24 稲垣 貴俊 (GOTT)

9 中島 隆行 (じょいふる) 23

26 松田 知也 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

11 松本 琢人 (いさとｽﾎﾟ-ﾂｸﾗﾌﾞ) 25

F

篠田 明 (TEAM HIRO)

14 伊藤 絢策 (YY_tennis ﾁｰﾑ) [1] 28 大脇 敬治 (ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ)

13 BYE 27

高塚 敏夫 (STC)

12 滝澤 源司 (ｶﾐﾝｸﾞ)

シード 

 [１] 戸田 和之 

 [２] 大脇 敬治 

 [３] 岩田 元樹 

 [４] 田口 俊一 



2019年度　豊田市民総合体育大会テニス競技（シングルス）

男子Ｄ級-1 会場：4月21日（日）　加茂川公園

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

13

15

久守 剛 (ｲｴﾛｰﾎﾞｰﾙﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ)

2 深見 浩史 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 14 米山 巧 (ﾏﾛﾝｽﾞ)

[1] 1 芝原 侑士 (Primary)

17

新見 忠興 (arT.C)

4 内匠 正治 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ) 16 鶴田 尚志 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

3 外山 敏 (あっかんべ)

19

広瀬宏樹 (フリー)

6 宮治 守近 (TEAM HIRO) 18 浅原 欣也 (ﾌﾚｰﾏｰｽﾞ)

5 松原 静男 (TET)

9 馬崎 照常 (Primary)

8 須田 享 (MOVE)

7 池田 克也 (TEAM HIRO)

10 大野利明 (フリー)

24 谷山 直人 (Primary)

11 栗本 文勝 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ) 23

12 野村 拓也 (another-sky) [2]

F

小山 真一朗 (40-LOVE)

鈴木 則靖 (Improve)

22 苅部 龍夫 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

21

丸地 泰司 (ﾁｰﾑ･ﾃﾆｽ･ﾀｲﾎｳ)

20 藤嶋 正剛 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

シード 

 [１] 芝原 侑士 

 [２] 谷山 直人 



2019年度　豊田市民総合体育大会テニス競技（シングルス）

男子Ｄ級-2 会場：4月21日（日）　平戸橋いこいの広場

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

13

15

奥村 啓太 (Primary)

2 宮川 敏雄 (あっかんべ) 14 武石 真博 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

[1] 1 石川 英紀 (ｵﾙﾌｪｳｽ)

17

神山 拓也 (ｵﾙﾌｪｳｽ)

4 早田 耕一 (やまびこ) 16 小嶌 諒 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ)

3 大竹正樹 (フリー)

19

小山 和男 (TEAM HIRO)

6 鈴木 健成 (MTT) 18 曽我 尚哉 (フリー)

5 滝口 智之 (UGﾁｬﾚﾝｼﾞ)

9 土谷 祐介 (FUJIﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

8 杉山 駿介 (another-sky)

7 山﨑 剛 (ﾌﾞﾗﾝﾀﾞｰｽﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

10 佐藤 隆治 (Improve)

24 石居 和樹 (林ﾃﾚﾝﾌﾟﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

11 大川 優弥 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 23

12 野々山 道雄 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) [2]

F

田中 昌巳 (STC)

北川 大輔 (ﾏﾛﾝｽﾞ)

22 佐藤 充裕 (WILD JOKER)

21

三宅 守之 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

20 山本 晋也 (ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ)

シート 

 [１] 石川 英紀 

 [２] 石居 和樹 



2019年度　豊田市民総合体育大会テニス競技（シングルス）

男子Ｄ級-3 会場：4月21日（日）　棒の手ふれあい広場

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

13

15

五十嵐 章浩 (JORDAN T.C.)

2 大西 勝 (下山ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 14 中西 一真 (UGﾁｬﾚﾝｼﾞ)

[1] 1 山本 修一 (ﾛﾋﾞﾝｽﾞ)

17

大野 宏海 (another-sky)

4 林 虎之助 (フリー) 16 杉浦 純 (ﾏﾛﾝｽﾞ)

3 津曲 弘行 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

19

淀川 聡 (ﾆﾃﾞｯｸ)

6 西田 孝秀 (フリー) 18 櫻井 充之 (STC)

5 伊藤 英雄 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

9 長谷 涼司 (あっかんべ)

8 足立 和繁 (REI)

7 市川 雅浩 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

10 加藤 雅崇 (岡崎げんき)

24 新家 芳和 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

11 大菅 昌和 (Improve) 23

12 白井 明広 (ｵﾙﾌｪｳｽ) [2]

F

寺田 隼人 (ｱｰﾙｸﾞﾚｲ)

若林 広輔 (STC)

22 高森 健太 (フリー)

21

山岸 保之 (林ﾃﾚﾝﾌﾟﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

20 長谷部 範幸 (TEAM HIRO)

シード 

 [１] 山本 修一 

 [２] 新家 芳和 



2019年度　豊田市民総合体育大会テニス競技（シングルス）

男子Ｄ級-4 会場：4月21日（日）　井上公園

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

13

15

杉本 倍身 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

2 井上 広巳 (ﾋﾟｶﾁｭｳ) 14 小嶋 久毅 (ﾏﾛﾝｽﾞ)

[1] 1 林 和宏 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

17

早川 和宏 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ)

4 岡本 芳明 (Primary) 16 野口博司 (フリー)

3 広浦 吉昭 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

19

眞野 浩志 (KCH)

6 伊能 彰英 (REI) 18 飯見 康巨 (another-sky)

5 BYE

9 加藤 克隆 (STC)

8 猪飼 克尚 (岡崎げんき)

7 駒井 誓 (TEAM HIRO)

10 古澤 滉樹 (another-sky)

24 浅井 文宣 (林ﾃﾚﾝﾌﾟﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

11 戸ヶ里 泰輔 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 23

12 寺岡 斉 (ｲｴﾛｰﾎﾞｰﾙﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ)

F

近藤 秀昭 (UGﾁｬﾚﾝｼﾞ)

洞口 和彦 (フリー)

22 道家 誠 (TEAM HIRO)

21

磯村 俊文 (フリー)

20 河本 正弘 (いさとｽﾎﾟ-ﾂｸﾗﾌﾞ)

シード 

 [１] 林 和宏 


