
2022度　豊田市民総合体育大会 （ ダブルス ）

男子A級 会場：5月22日（日）　加茂川公園

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

高木 明良 (ｱｲｼﾝ) 高木 畠山 畠山 裕貴 (硬庭ぺんぎん)

川上 竜司 (ｱｲｼﾝ) 川上 鈴木 鈴木 隆之 (硬庭ぺんぎん)

神谷 好昭 (Fore☆Star) 63 宮代 62 大塚 将史 (Scratch)

加藤 英紀 (Fore☆Star) 内山 高橋 加藤 怜 (Scratch)

勝野 二徹 (ﾄﾖﾀｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 63 森田 76 宮代 長野 拓士 (ﾄﾖﾀ自動車本社)

成瀬 剛史 (ﾄﾖﾀｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 75 (3) 高橋 土橋 慧亮 (ﾄﾖﾀ自動車本社)

山下 修司 (ﾄﾖﾀ自動車本社) 内山 63 宮代 龍 (ｱｲｼﾝ)

川口 峻征 (ﾄﾖﾀ自動車本社) 森田 高橋 和嗣 (ｱｲｼﾝ)

内山 道之 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 76 喜多 喜多 忠治 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

森田 賢史 (ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ) (0) 喜多 喜多 真二郎 (梅坪･浄水ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ)

藤井 健一郎 (JORDAN T.C.) 政岡 63 加藤 俊介 (WILD JOKER)

白山 敬祐 (WILD JOKER) 酒井 小松 小林 清成 (WILD JOKER)

政岡 壮太 (ﾄﾖﾀ自動車本社) 61 政岡 渕脇 小松 徹 (ﾄﾖﾀ自動車本社)

酒井 来征 (フリー) 酒井 61 渕脇 和也 (ﾄﾖﾀ自動車本社)

島中 大輝 (Team Warm Up) 島中 62 小松

福田 泰樹 (フリー) 福田 渕脇

今城 卓 (arT.C) 60 63 二宮 英輔 (ﾃﾆｽ村)

萩原 雄介 (arT.C) 井上 一也 (TTS)
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2022度　豊田市民総合体育大会 （ ダブルス ）

男子B級-1 会場：5月15日（日）　柳川瀬公園

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

平岩 純一 (硬庭ぺんぎん) 天野 田嶋 田嶋 大輝 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

富田 洋平 (硬庭ぺんぎん) 安宅 大川 大川 優弥 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

村井 清隆 (REI) WO 山森 60 加藤 瑛二 (Scratch)

宮本 敦史 (REI) 長谷川 伊藤 伊藤 大佑 (Scratch)

天野 元貴 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝ ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 60 森 64 山森 山森 直樹 (40-LOVE)

安宅 博徳 (arT.C) 63 伊藤 伊藤 博康 (ﾄﾖﾀ自動車名古屋)

長谷川 優 (WILD JOKER) 長谷川 60 五十嵐 政人 (JORDAN T.C.)

森 翔二郎 (WILD JOKER) 森 五十嵐 洋人 (JORDAN T.C.)

林 拓希 (Fore☆Star) 63 浅井 浅井 佑介 (JORDAN T.C.)

佐々木 健司 (Fore☆Star) 75 鷲尾 鷲尾 純 (e&fﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

加藤 俊介 (WILD JOKER) 金剛 61 今城 卓 (arT.C)

小林 清成 (WILD JOKER) 金剛 大橋 萩原 雄介 (arT.C)

金剛 一也 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ) 62 金剛 平松 犬飼 誠 (t-backs)

金剛 健太 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ) 金剛 64 堀内 文人 (t-backs)

泊 一将 (ﾁｰﾑﾊｰﾄ) 泊 64 大橋 WO 佐々木 正巳 (ﾍｯﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞ)

宇野 琢人 (ﾁｰﾑﾊｰﾄ) 宇野 平松 近藤 光夫 (ﾍｯﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞ)

森本 健 (ｵﾙﾌｪｳｽ) 63 63 大橋 了輔 (ｵﾙﾌｪｳｽ)

薬師寺 雅俊 (ｵﾙﾌｪｳｽ) 平松 良成 (ｵﾙﾌｪｳｽ)
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2022度　豊田市民総合体育大会 （ ダブルス ）

男子B級-2 会場：5月15日（日）　柳川瀬公園

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

島 健治 (JORDAN T.C.) 島 井上 武藤 佑太 (フリー)

出口 年一 (ｽﾊﾟｼｵⅡ) 出口 浅田 宇佐見 啓 (ATC (S))

大田 一成 (ATC (S)) 64 井上 WO 井上 健一 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

土田 賢太郎 (ATC (S)) 島 浅田 浅田 貴康 (M.J.S)

加藤 伊佐夫 (Key Point tennis club) 61 出口 64 後藤 菱川 航 (t-backs)

加藤 裕 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 62 神谷 鈴木 海月 (t-backs)

鹿沼 裕介 (ﾁｰﾑﾊｰﾄ) 松原 61 後藤 悠介 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝ ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

伊藤 真也 (ﾁｰﾑﾊｰﾄ) 深谷 神谷 伸久 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝ ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

松原 文典 (arT.C) 63 成田 成田 健人 (JORDAN T.C.)

深谷 桂一郎 (TC-KYOHO) 白山 白山 敬祐 (WILD JOKER)

山田 幸司 (あっかんべ) 山田 62 前村 真司 (speedmaster)

谷脇 忠光 (あっかんべ) 谷脇 成田 阿部 佑太 (speedmaster)

梶野 哲史 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ) 平原 白山 伊藤 葵 (WILD JOKER)

大西 絢太 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ) 上原 63 吉岡 健 (WILD JOKER)

渥美 誠 (RRTC) 平原 63 伊藤 63 山本 政巳 (ｵﾙﾌｪｳｽ)

平田 光孝 (RRTC) 上原 吉岡 石川 裕貴 (ｵﾙﾌｪｳｽ)

平原 慎二 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 61 松井 克貴 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

上原 龍 (フリー) 石井 仁 (ﾕﾆﾁｶ岡崎)
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2022度　豊田市民総合体育大会 （ ダブルス ）

男子C級-1 会場：5月22日（日）　高岡公園体育館

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

石井 仁 (ﾕﾆﾁｶ岡崎) 石井 米山 巧 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ)

松井 克貴 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 松井 桑山 勝広 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ)

松本 晃範 (another-sky) 63 鈴木 63 平石 進 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

林 剣哉 (JORDAN T.C.) 金剛 嶋田 和直 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

岡田 朋之 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ) 石井 63 野村 拓也 (another-sky)

西澤 浩輝 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ) 松井 杉山 駿介 (another-sky)

長谷川 優 (WILD JOKER) 64 鈴木 62 鈴木 海月 (t-backs)

森 翔二郎 (WILD JOKER) 金剛 金剛 一也 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

松尾 千秋 (ﾍｯﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞ) WO 菱川 63 北川 智晴 (JORDAN T.C.)

近藤 光夫 (ﾍｯﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞ) 渡辺 宮本 一樹 (JORDAN T.C.)

菱川 航 (t-backs) 63 藤田 61 藤田 博久 (RRTC)

渡辺 聖也 (t-backs) 大橋 大橋 孝征 (RRTC)

加藤 啓司 (ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ) 61 64 伊藤 幹浩 (じょいふる)

片山 諒 (ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ) 武田 恭平 (じょいふる)

滝口 智之 (UGﾁｬﾚﾝｼﾞ) 村瀬 松原 文典 (arT.C)

清水 庫二 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 八木 深谷 桂一郎 (TC-KYOHO)

村瀬 洋一 (STC) 61 伊藤 63 伊藤 良樹 (speedmaster)

八木 一朗 (ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ) 村山 村山 記生 (speedmaster)

市原 佳瑞樹 (ｵﾙﾌｪｳｽ) 60 村瀬 63 石川 英紀 (ｵﾙﾌｪｳｽ)

伊賀 勇気 (ｵﾙﾌｪｳｽ) 八木 渡部 貴昭 (ｵﾙﾌｪｳｽ)

吉田 陽一 (あっかんべ) 76 砂塚 63 堀 寿和 (あっかんべ)

天野 直樹 (フリー) (3) 今枝 後藤 一博 (あっかんべ)

辻 勝也 (t-backs) 62 吉田 64 高田 敦寛 (M.J.S)

村松 敏 (t-backs) 宮本 浅井 晋平 (M.J.S)

吉田 道雄 (REI) 75 砂塚 75 砂塚 亮 (TTS)

宮本 敦史 (REI) 今枝 今枝 正継 (TTS)

山本 勲 (ﾏﾛﾝｽﾞ) 63 WO 松田 知也 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

上村 幸弘 (ﾏﾛﾝｽﾞ) 井上 健一 (YY_tennis ﾁｰﾑ)
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[１] 石井 ・ 松井

[２] 松田 ・ 井上



2022度　豊田市民総合体育大会 （ ダブルス ）

男子C級-2 会場：5月22日（日）　地域文化広場

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

山森 直樹 (40-LOVE) 山森 鈴木 雅博 (Fore☆Star)

伊藤 博康 (ﾄﾖﾀ自動車名古屋) 伊藤 佐々木 健司 (Fore☆Star)

平石 康雄 (M.J.S) 62 金丸 64 金丸 健夫 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

廣岡 義彦 (M.J.S) 保田 保田 真吾 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

渥美 誠 (RRTC) 64 近藤 64 北川 大輔 (ﾏﾛﾝｽﾞ)

平田 光孝 (RRTC) 鍋田 枝川 和信 (ﾏﾛﾝｽﾞ)

近藤 貴之 (あっかんべ) 64 金丸 WO 河村 康之 (STC)

鍋田 重仁 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ) 保田 谷原 浩 (ｲｴﾛｰﾎﾞｰﾙﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ)

上村 徳洋 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 63 近藤 62 犬飼 誠 (t-backs)

若山 勝弘 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 鍋田 松田 裕成 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

藤田 隆博 (STC) 61 荒木 WO 川井 大貴 (ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ)

和田 光司 (フリー) 竹之内 福井 澄人 (ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ)

町居 真伍 (JORDAN T.C.) 61 61

加藤 大祐 (JORDAN T.C.)

池田 孝生 (Team36) 荒木 敦生 (another-sky)

安藤 泰経 (Team36) 竹之内 優介 (フリー)

栗賀 弘樹 (ﾏﾛﾝｽﾞ) 62 勝又 長谷川 貴大 (JORDAN T.C.)

水野 和久 (ﾏﾛﾝｽﾞ) 林 成田 健人 (JORDAN T.C.)

石川 要 (t-backs) 60 長谷川 63 栗本 文勝 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ)

堀内 文人 (t-backs) 成田 小久井 正博 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ)

勝又 弘美 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝ ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 64 後藤 62 松井 新 (ﾄﾖﾀ自動車名古屋)

林 和宏 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝ ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 神谷 西田 誠 (ﾄﾖﾀ自動車名古屋)

萬代 康人 (STC) 63 伊藤 62 坂本 義昌 (t-backs)

近藤 哲生 (STC) 吉岡 辻 和秀 (t-backs)

杉田 博史 (Improve) 75 後藤 61 関山 羊二 (RRTC)

坪井 誠 (Improve) 神谷 山﨑 勝 (RRTC)

福井 浩史 (ﾚｸﾞﾙｽ庭球倶楽部) 63 伊藤 61 伊藤 葵 (WILD JOKER)

吉田 尚史 (ﾚｸﾞﾙｽ庭球倶楽部) 吉岡 吉岡 健 (WILD JOKER)

後藤 悠介 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝ ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 76 61 樋渡 匠矢 (Improve)

神谷 伸久 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝ ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) (3) 下村 拓也 (Improve)
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[１] 山森 ・ 伊藤

[２] 樋渡 ・ 下村



2022度　豊田市民総合体育大会 （ ダブルス ）

男子D級-1 会場：5月15日（日）　加茂川公園

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

樋渡 匠矢 (Improve) 山本 土井 天野 貴生 (ﾁｰﾑﾊｰﾄ)

下村 拓也 (Improve) 杉浦 飯見 柴田 佳紀 (JORDAN T.C.)

山本 勲 (ﾏﾛﾝｽﾞ) 75 61 琴河 恒治 (M.J.S)

杉浦 純 (ﾏﾛﾝｽﾞ) 山本 剛司 (M.J.S)

林 良造 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 63 野村 土井 62 土井 久幸 (another-sky)

井坂 大司 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 宮本 飯見 飯見 康巨 (another-sky)

野村 迅人 (JORDAN T.C.) 61 60 小林 正一 (speedmaster)

宮本 一樹 (JORDAN T.C.) 青井 和滋 (speedmaster)

柴田 準也 (ﾆﾃﾞｯｸ) 63 野村 佐々木 WO 佐々木 徹 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

石井 澪 (ﾆﾃﾞｯｸ) 宮本 野崎 野崎 貴之 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

苅部 龍夫 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ) 63 76 戸田 雄士 (フリー)

伊藤 英雄 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ) (5) 広瀬 宏樹 (フリー)

田澤 生匡 (フリー) 田澤 武田 杉野 正幸 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

横井 健人 (フリー) 横井 鈴木 倉橋 伸郎 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

眞山 博 (FUJIﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 60 63 武田 恭平 (じょいふる)

髙橋 正義 (FUJIﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 鈴木 健成 (MTT)

白井 明広 (ｵﾙﾌｪｳｽ) WO 足立 岩瀬 61 村松 敏 (t-backs)

南條 裕二 (ｵﾙﾌｪｳｽ) 竹本 田中 富永 紘基 (フリー)

足立 和繁 (REI) 61 61 岩瀬 誠 (ﾚｸﾞﾙｽ庭球倶楽部)

竹本 貴俊 (FUJIﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 田中 基之 (ﾚｸﾞﾙｽ庭球倶楽部)

米山 巧 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ) 61 足立 岩瀬 60 本田 陽広 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

太田 信一 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ) 竹本 田中 広浦 吉昭 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

森本 常二 (あっかんべ) WO 64 滝口 智之 (UGﾁｬﾚﾝｼﾞ)

原田 浩史 (あっかんべ) 北谷 晋吾 (UGﾁｬﾚﾝｼﾞ)
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[１] 樋渡 ・ 下村



2022度　豊田市民総合体育大会 （ ダブルス ）

男子D級-2 会場：5月15日（日）　井上公園

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

深見 浩史 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 深見 原田 梅宮 孝博 (ﾌﾚﾝｽﾞ)

近藤 秀昭 (UGﾁｬﾚﾝｼﾞ) 近藤 高柳 杉浦 博幸 (ﾌﾚﾝｽﾞ)

勢村 剛 (another-sky) 62 WO 鈴木 克弥 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝ ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

山本 純愛 (another-sky) 中田 秀明 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝ ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

五十嵐 章浩 (JORDAN T.C.) 60 石川 原田 75 原田 隆晴 (ﾄﾖﾀｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

伊藤 馨 (Fore☆Star) 渡辺 高柳 高柳 翔太 (フリー)

井上 聡 (ﾎﾟｹﾓﾝﾃﾆｽｻｰｸﾙ) 60 62 町居 真伍 (JORDAN T.C.)

近藤 林太郎 (ﾎﾟｹﾓﾝﾃﾆｽｻｰｸﾙ) 加藤 大祐 (JORDAN T.C.)

石川 要 (t-backs) 60 石川 中谷 62 中谷 英一 (ﾈｺとみかん)

渡辺 聖也 (t-backs) 渡辺 大野 大野 利明 (梅坪･浄水ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ)

桜井 雄平 (TC-KYOHO) 60 60 山口 吉宏 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

若木 浩行 (Improve) 天野 鉄也 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

平石 進 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 平石 石川 石川 英紀 (ｵﾙﾌｪｳｽ)

若山 勝弘 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 若山 嶽本 嶽本 邦彦 (ｵﾙﾌｪｳｽ)

久守 剛 (ｲｴﾛｰﾎﾞｰﾙﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ) 61 62 望月 博範 (フリー)

谷原 浩 (ｲｴﾛｰﾎﾞｰﾙﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ) 斉藤 享 (フリー)

加藤 啓司 (ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ) 62 平石 西村 WO 高木 文明 (REI)

福井 澄人 (ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ) 若山 長田 則武 謙太郎 (フリー)

栗本 文勝 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ) 76 63 平野 清嗣 (WILD JOKER)

小久井 正博 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ) (4) 小島 徳士 (フリー)

宮川 敏雄 (あっかんべ) 61 栗本 西村 62 西村 達也 (ﾚｸﾞﾙｽ庭球倶楽部)

外山 敏 (あっかんべ) 小久井 長田 長田 康平 (ﾚｸﾞﾙｽ庭球倶楽部)

北條 俊明 (POF) 64 64 加藤 正樹 (FUJIﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

隅田 克伸 (POF) 野口 茂樹 (FUJIﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)
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[１] 深見 ・ 近藤



2022度　豊田市民総合体育大会 （ ダブルス ）

男子D級-3 会場：5月15日（日）　棒の手ふれあい広場

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

北川 智晴 (JORDAN T.C.) 北川 小安 冨田 正幸 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

長谷川 貴大 (JORDAN T.C.) 長谷川 武田 小池 靖弘 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

伊奈 宏 (FUJIﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 63 61 小安 俊秀 (ｻﾝｴｲﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

西田 賢志郎 (FUJIﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 武田 蒼汰郎 (ｻﾝｴｲﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

鈴川 和也 (フリー) 62 大橋 小安 60 高橋 直哉 (POF)

柴田 真成 (フリー) 藤田 武田 石田 正義 (POF)

大橋 孝征 (RRTC) 62 61 早田 耕一 (ｲｴﾛｰﾎﾞｰﾙﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ)

藤田 博久 (RRTC) 須田 享 (MOVE)

中野 圭介 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ) 60 大橋 長坂 64 平野 慎一郎 (TTS)

藤谷 浩司 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ) 藤田 加藤 中村 康佑 (TTS)

淀川 聡 (ﾆﾃﾞｯｸ) 61 61 長坂 明知 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

石田 宣道 (FUJIﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 加藤 吉浩 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

松本 晃範 (another-sky) 久村 島 辻 勝也 (t-backs)

林 剣哉 (JORDAN T.C.) 西川 野田 玉樹 成章 (t-backs)

平野 日出史 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ) 63 WO 近藤 貴之 (あっかんべ)

保田 真吾 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ) 鍋田 重仁 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ)

久村 洋一 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 63 梅本 島 64 島 悠太 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

西川 幸一 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 岡田 野田 野田 和輝 (arT.C)

岡田 朋之 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ) 61 60 長谷川 隆洋 (JORDAN T.C.)

西澤 浩輝 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ) 長谷川 陽亮 (ｼﾞｭﾆｱ会員)

川井 大貴 (ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ) 60 梅本 上村 60 浦郷 徳彰 (ﾚｸﾞﾙｽ庭球倶楽部)

長谷川 賢悟 (ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ) 岡田 嶋田 鈴木 則靖 (Improve)

梅本 稔 (岡崎げんき) 61 62 上村 徳洋 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

岡田 高志 (岡崎げんき) 嶋田 和直 (YY_tennis ﾁｰﾑ)
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[１] 北川 ・ 長谷川



2022度　豊田市民総合体育大会 （ ダブルス ）

女子A級 会場：5月22日（日）　平戸橋いこいの広場

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

入江 愛 (ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ) 松井 荒川 荒川 慶 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

柴田 早月 (ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ) 三又 佐藤 佐藤 智子 (ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ)

其田 智子 (UGﾁｬﾚﾝｼﾞ) 62 青山 WO 村山 由美子 (ｽﾊﾟｼｵⅡ)

下川 美代子 (ECO) 吉見 野口 由紀子 (MARS)

松井 友佳子 (STC) WO 松井 64 青山 石川 知子 (ｵﾙﾌｪｳｽ)

三又 佳代 (STC) 三又 吉見 吉野 佑美 (ｵﾙﾌｪｳｽ)

永見 あづさ (orchid) 高須 62 61 青山 恵子 (TET)

小久井 一美 (POF) 前川 吉見 裕子 (TET)

高須 千春 (speedmaster) 61 西澤 伊藤 由美 (STC)

前川 杏奈 (speedmaster) 大島 松山 恵美 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

水谷 真奈美 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 水谷 山﨑 76 西澤 美奈子 (orchid)

大久保 孝子 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 大久保 栗山 (6) 大島 美香 (orchid)

長谷川 淳子 (ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ) 62 山田 61 立野 和子 (ｽﾊﾟｼｵⅡ)

郷 真由美 (MITC) 横山 清水 友理 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

祖父江 純子 (FRI) 山田 63 山﨑 62 三谷 雅美 (ECO)

手島 美穂 (FRI) 横山 栗山 今泉 陽子 (ECO)

山田 貴子 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ) 63 61 山﨑 有加 (RAIN)

横山 京子 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ) 栗山 萌央 (RAIN)
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[１] 入江 ・ 柴田

[２] 山﨑 ・ 栗山



2022度　豊田市民総合体育大会 （ ダブルス ）

女子B級 会場：5月15日（日）　地域文化広場

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

村山 由美子 (ｽﾊﾟｼｵⅡ) 村山 祖父江 純子 (FRI)

河合 美穂 (Mﾌﾚﾝｽﾞ) 河合 手島 美穂 (FRI)

小林 朝子 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ) 61 三谷 61 大西 真由美 (ｶﾐﾝｸﾞ)

山田 貴子 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ) 今泉 久郷 ひとみ (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

礒貝 ひろみ (YY_tennis ﾁｰﾑ) 62 橋本 60 三谷 雅美 (ECO)

伊藤 祥子 (ATC (S)) 川崎 今泉 陽子 (ECO)

水野 三重子 (FRI) 61 三谷 61 前田 直子 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

吉田 京子 (Reborn) 今泉 久瀬 久己子 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

橋本 奈美 (ﾊｯﾋﾟｰﾚｲﾝ) 62 橋本 64 八木 桃由 (WILD JOKER)

川崎 由理 (ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ) 川崎 森 結衣 (WILD JOKER)

仙崎 史枝 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ) 60 八木 61 西崎 美砂子 (ﾌﾞﾗﾝﾀﾞｰｽﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

林 美鈴 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ) 森 古山 桃子 (ｱﾙﾀﾋﾞｽﾀ)

安井 彩華 (WILD JOKER) 61 64 今井 結子 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ)

上田 萌 (WILD JOKER) 永田 由美 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ)

小松 有希 (fun♪fun) 伊藤 山本 友美 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ)

三田 淳子 (fun♪fun) 永田 山下 英倫子 (fun♪fun)

栗木 理恵 (ECO) WO 石川 62 大久保 孝子 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

安田 美由紀 (ECO) 寺田 水谷 真奈美 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

伊藤 和子 (ｱｰﾙｸﾞﾚｲ) 62 伊藤 63 梅田 万里子 (WILD JOKER)

永田 恵子 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 永田 山本 千佳 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

石川 知子 (ｵﾙﾌｪｳｽ) 63 福井 61 石川 真理子 (fun♪fun)

吉野 佑美 (ｵﾙﾌｪｳｽ) 清水 寺田 由希子 (fun♪fun)

水野 純子 (GOTT) 60 石川 64 岩瀬 千秋 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

西川 和江 (GOTT) 吉野 神崎 美香代 (ｺﾊﾞﾘﾃﾆｽﾊﾟｰｸ)

64 福井 61 冨田 千穂美 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ)

清水 木村 文江 (FRI)

有馬 さやか (fun♪fun) 75 福井 早紀 (ｵﾙﾌｪｳｽ)

寺下 愛 (40-LOVE) 清水 友理 (YY_tennis ﾁｰﾑ)
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[１] 村山 ・ 河合

[２] 福井 ・ 清水

[３] 小松 ・ 三田

[1] [2] は抽選



2022度　豊田市民総合体育大会 （ ダブルス ）

女子C級-1 会場：5月22日（日）　柳川瀬公園

1R 2R SF SF 2R 1R

山本 友美 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ) 水野 水野 純子 (GOTT)

山下 英倫子 (fun♪fun) 西川 西川 和江 (GOTT)

山本 齋竹 64 光岡 由美 (ｱﾙﾀﾋﾞｽﾀ)

山下 齋竹 西薗 美佐代 (FRI)

水野 三重子 (FRI) 水野 64 63 齋竹 青井 陽子 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

吉田 京子 (Reborn) 吉田 齋竹 松村 美帆 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

近田 礼生 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 75 62 齋竹 由美 (ﾃﾆｽ村)

後藤 裕紀子 (MITC) 齋竹 薫 (ｼｭﾅｲﾀﾞｰ･ﾃﾆｽ･ｸﾗﾌﾞ)

村井 理恵子 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ) 村井 神谷 岩瀬 千秋 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

中根 かおり (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ) 中根 村田 神崎 美香代 (ｺﾊﾞﾘﾃﾆｽﾊﾟｰｸ)

松尾 文恵 (三菱自動車名古屋) 61 村井 神谷 63 神谷 久美子 (あっかんべ)

原 真紀子 (三菱自動車名古屋) 中根 村田 村田 和子 (ﾏﾛﾝｽﾞ)

広田 八月 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ) 竹田 76 64 池田 池田 静佳 (another-sky)

酒井 恭子 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ) 後藤 (3) 奈良 奈良 久美子 (M.J.S)

竹田 晶子 (WILD JOKER) 63 64 安田 美由紀 (ECO)

後藤 理恵 (WILD JOKER) 久郷 ひとみ (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)
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[１] 山本 ・ 山下



2022度　豊田市民総合体育大会 （ ダブルス ）

女子C級-2 会場：5月22日（日）　柳川瀬公園

1R 2R SF SF 2R 1R

村田 裕子 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 杉浦 森 藤田 由佳 (STC)

田中 孝子 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 新谷 平原 水野 美紀 (40-LOVE)

杉浦 志織 (三菱自動車名古屋) WO 中村 森 60 森 結衣 (WILD JOKER)

新谷 千秋 (another-sky) 浅井 平原 平原 順子 (WILD JOKER)

番場 薫 (Reborn) 中村 61 61 権田 松井 たかみ (YY_tennis ﾁｰﾑ)

上田 智子 (岡崎げんき) 浅井 大久保 西澤 恭子 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

中村 はる奈 (ﾊｯﾋﾟｰﾚｲﾝ) 61 62 権田 朋子 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ)

浅井 美香 (JORDAN T.C.) 大久保 美紀 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ)

藤本 千佳 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 藤本 前島 礒貝 ひろみ (YY_tennis ﾁｰﾑ)

川本 真佐美 (ﾎﾟｹｯﾄ) 川本 富永 伊藤 祥子 (ATC (S))

石倉 洋子 (UGﾁｬﾚﾝｼﾞ) 64 小山 伊藤 64 前島 昌代 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ)

高須 聡美 (UGﾁｬﾚﾝｼﾞ) 櫻井 永田 富永 有里 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ)

鶴田 久美子 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 小山 60 61 伊藤 大岩 智子 (another-sky)

橋本 和奈 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝ ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 櫻井 永田 永田 慶子 (JORDAN T.C.)

小山 英子 (40-LOVE) 64 60 伊藤 和子 (ｱｰﾙｸﾞﾚｲ)

櫻井 洋子 (ﾊｯﾋﾟｰﾚｲﾝ) 永田 恵子 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)
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[１] 村田 ・ 田中

[２] 伊藤 ・ 永田

[1] [2] は抽選



2022度　豊田市民総合体育大会 （ ダブルス ）

女子D級-1 会場：5月15日（日）　柳川瀬公園

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

伊藤 奈穂 (40-LOVE) 伊藤 糟谷 権田 朋子 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ)

大脇 千登世 (STC) 大脇 加藤 大久保 美紀 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ)

金光 康子 (ｷｭｰﾌﾞ) 62 竹田 63 糟谷 浪子 (あっかんべ)

阿部 美由紀 (ｷｭｰﾌﾞ) 伊藤 後藤 加藤 直美 (あっかんべ)

中山 朋子 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 75 大脇 64 竹田 竹田 晶子 (WILD JOKER)

神尾 五月 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 61 後藤 後藤 理恵 (WILD JOKER)

文田 秀子 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ) 林 61 伊藤 美幸 (あっかんべ)

青木 晴美 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 林 荒瀬 幸代 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ)

林 久代 (ﾏﾛﾝｽﾞ) WO 加藤 杉山 りつ子 (MITC)

林 さやか (ﾏﾛﾝｽﾞ) 杉浦 山中 千恵子 (MITC)

浦 直子 (UGﾁｬﾚﾝｼﾞ) 小宮 WO 加藤 和加子 (あっかんべ)

太田 敦子 (UGﾁｬﾚﾝｼﾞ) 石川 松井 杉浦 智子 (あっかんべ)

小宮 ちかげ (MITC) 75 前島 松村 藤原 千恵子 (ﾌﾞﾗﾝﾀﾞｰｽﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

石川 泉 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 富永 62 植田 幸子 (ｷｭｰﾌﾞ)

前島 昌代 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ) 前島 61 松井 61 松井 たかみ (YY_tennis ﾁｰﾑ)

富永 有里 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ) 富永 松村 松村 美帆 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

永田 有沙 (JORDAN T.C.) 61 61 藤田 人巴 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ)

瀧本 千菜美 (JORDAN T.C.) 浅井 さつき (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ)
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[１] 伊藤 ・ 大脇



2022度　豊田市民総合体育大会 （ ダブルス ）

女子D級-2 会場：5月15日（日）　平戸橋いこいの広場

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

村田 裕子 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 村田 倉橋 倉橋 悦子 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

田中 孝子 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 田中 牧野 牧野 陽子 (JORDAN T.C.)

川原 奈緒美 (another-sky) 61 63 奈良 久美子 (M.J.S)

有澤 廣美 (another-sky) 村田 橋本 内田 玲 (M.J.S)

水上 笑里 (JORDAN T.C.) 64 田中 後藤 久保田 佳果 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

天野 久美子 (フリー) 76 62 髙井 ちづる (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

石倉 洋子 (UGﾁｬﾚﾝｼﾞ) 大嶋 (2) 橋本 60 橋本 和奈 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝ ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

高須 聡美 (UGﾁｬﾚﾝｼﾞ) 山口 後藤 後藤 有美 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

大嶋 斗南 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 61 61 浅野 利奈 (J+)

山口 智子 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 小山 恵子 (J+)

大岩 智子 (another-sky) 森野 大嶽 大嶽 恵理 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ)

永田 慶子 (JORDAN T.C.) 岡田 木下 木下 祐子 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ)

60 60 西澤 恭子 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

森野 安立 青井 陽子 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

森野 淳子 (ATC (S)) 岡田 瀬戸 藤本 千佳 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

岡田 直子 (ATC (S)) 61 75 川本 真佐美 (ﾎﾟｹｯﾄ)

平山 文子 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ) 平山 安立 75 安立 衣織 (JORDAN T.C.)

稲垣 佐織 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 稲垣 瀬戸 瀬戸 瑞季 (JORDAN T.C.)

勝田 真由美 (ﾏﾛﾝｽﾞ) 62 63 広田 八月 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ)

加藤 清美 (ﾏﾛﾝｽﾞ) 吉田 都 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ)
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[１] 村田 ・ 田中


