
 ダンロップテニストーナメント東海決勝大会出場者

０９年１０月３１日，１１月１日開催

一般男子A級

松枝 つとむ （松枝塾）

後藤 光弘 （松枝塾）

一般男子Ｂ級

松原 茂寿 （松原庭球倶楽部）

柴田 圭 （ルネサンスリオワールド）

一般女子

藤木 恵 （川崎重工）

西尾 麻美 （ＳＣアクトス）

４５歳以上男子

八竹 孝幸 （O'z）

高間 一郎 （日本トムソン）

４５歳以上女子

阿部 睦子 （テニスショップNAWA）

今井 智美 （高山市テニス協会）

   

０９岐阜県ダンロップテニストーナメント
運営委員会



 一般男子ダブルス １R 2R 3R ＱＦ ＳＦ Ｆ

松枝 つとむ （松枝塾） 結果
後藤 光弘 （松枝塾）

浅野 智之 （Ｓ．Ｊ．Ｃ） 松枝・後藤
国島 実和 （Ｓ．Ｊ．Ｃ） 日比野・里 63

日比野 哲也 （レイクテニスアカデミー） 63

里 浩則 （レイクテニスアカデミー）

川出 雄一 （長良川ラケット倶楽部） 松枝・後藤

村瀬 正純 （長良川ラケット倶楽部） 藤崎・酒向 61

藤崎 誠 （らぶそうる） 60

酒向 高明 （らぶそうる） 藤崎・酒向

浦崎 雄一 （川崎重工） 61

河田 英明 （川崎重工） 加藤・可児

加藤 剛 （美濃加茂ＬＴＣ） 61 松枝・後藤
可児 美樹尋 （美濃加茂ＬＴＣ）

山下 政弘 （長良川ラケット倶楽部） 61
山下 好彦 （長良川ラケット倶楽部） 山下・山下

衣川 英一 （松枝塾） 63

稗田 誠 （松枝塾） 山下・山下

小倉 武幸 （空自岐阜基地） 62

右田 順也 （空自岐阜基地） 溝口・赤塚

赤塚 尚磯 （らぶそうる） 62

溝口 修平 （らぶそうる） 田口・岡島

小林 祐樹 （美濃加茂ＬＴＣ） 64
櫻井 暎士 （美濃加茂ＬＴＣ） 佐藤・柴田

佐藤 聖司 （P.S.Pa） 63

柴田 善弘 （P.S.Pa） 田口・岡島

寺井 敏幸 （大垣市民庭球クラブ） 64
大野 亮 （大垣市民庭球クラブ） 田口・岡島

田口 智之 （TMG） 62

岡島 靖浩 （TMG） 松枝・後藤

加藤 範也 （川崎重工）

後藤 寛典 （川崎重工） 加藤・後藤 76(2),60

中野 雄司 （TEAM MIZUTANI) 62

山口 剛輔 （TEAM MIZUTANI) 加藤・後藤

長野 慎二 （RISE） 61

遠藤 嘉昭 （RISE） 酒井・堀

酒井 恒二 （チームウイズ） 64

堀 初三 （長良川ラケット倶楽部） 加藤・後藤

長尾 浩史 （トーカイ） 75
加藤 直輝 （トーカイ） 長尾・加藤

脇田 守康 （三和ＴＳ） 61

岡田 尊康 （三和ＴＳ） 長尾・加藤

甲野 雅也 （P.S.Pa） 64

増永 智彦 （P.S.Pa） 川出・下村 加藤・後藤

川出 純 （レイクテニスアカデミー） 64 75
下村 克幸 （レイクテニスアカデミー）

福田 譲 （松枝塾）

後藤 智樹 （松枝塾） 福田・後藤

岩田 和也 （チームまごころ） ７６（３）
松本 直也 （チームまごころ） 福田・後藤

大洞 忠芳 （TEAM MIZUTANI) 75
酒井 浩 （TEAM MIZUTANI) 鈴木・粟田

鈴木 一行 （長良川ラケット倶楽部） 60
粟田 圭一 （長良川ラケット倶楽部） 渡辺・紅谷

座馬 潤 （美濃加茂ＬＴＣ） 60
倉掛 正弘 （美濃加茂ＬＴＣ） 武井・古田

武井 脩 （川崎重工） 61

古田 健 （川崎重工） 渡辺・紅谷

俣田 彰裕 （空自岐阜基地） 61

渋田 雄飛 （空自岐阜基地） 渡辺・紅谷

渡辺 淳 （らぶそうる） 63 松枝
紅谷 隆浩 （らぶそうる） 後藤

３位決定戦   64,63

加藤 範也 （川崎重工） 8-6 河合 治彦 （レイクテニスアカデミー）

後藤 寛典 （川崎重工） 小澤 重昭 （日本トムソン）
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１R 2R 3R ＱＦ ＳＦ

谷川 厚 （TEAM MIZUTANI) 結果
近藤 太一 （TEAM MIZUTANI) 谷川・近藤

日比 智也 （らぶそうる） 61

田中 邦義 （らぶそうる） 田中・熊田

宮戸 邦雄 （大垣市民庭球クラブ） 63

田中 典威 （大垣市民庭球クラブ） 田中・熊田

田中 英次 （三和ＴＳ） 61
熊田 浩也 （三和ＴＳ） 田中・熊田

杉山 陽介 （松枝塾） 64
小林 寛昌 （松枝塾） 西田・是友

西田 慎介 （中津クラブ） 63
是友 正行 （中津川市テニス協会） 丹羽・水野

渡部 和郎 （松原庭球倶楽部） 64
丸山 実 （長良川ラケット倶楽部） 丹羽・水野 松原・柴田

丹羽 幸生 （レイクテニスアカデミー） 62 62
水野 隆司 （レイクテニスアカデミー）

松本 勇 （チームまごころ）
日比野 智 （チームまごころ） 松本・日比野

関谷 光弘 （TEAM MIZUTANI) 61
後藤 章元 （TEAM MIZUTANI) 松原・柴田

石井 正治 （大垣市民庭球クラブ） 64
近藤 秀樹 （大垣市民庭球クラブ） 松原・柴田

松原 茂寿 （松原庭球倶楽部） 60
柴田 圭 （ルネサンスリオワールド） 松原・柴田

小栗 孝夫 （美濃加茂ＬＴＣ） 60
宮崎 拓也 （美濃加茂ＬＴＣ） 宮木・安藤

宮木 克彰 （中津クラブ） 61
安藤 聡史 （中津クラブ） 松尾・水谷

松岡 正貴 （プレジャー） ７６（４）
松本 大倫 （プレジャー） 松尾・水谷 松原・柴田

松尾 幸宗 （三和ＴＳ） 62
水谷 啓一郎 （ＳＣアクトス） 63,63

河合 治彦 （レイクテニスアカデミー）
小澤 重昭 （日本トムソン） 河合・小澤

佐藤 勝哉 （RISE） 62
藤井 正太郎 （RISE） 河合・小澤

杉田 洋介 （ＳＣアクトス） 61
西村 博司 （ＳＣアクトス） 杉田・西村

今井 雅規 （TEAM MIZUTANI) W.O
大矢 陽介 （TEAM MIZUTANI) 河合・小澤

加藤 正成 （川崎重工） 63
宮本 政一 （川崎重工） 巣山・林

巣山 良久 （恵那峡テニスクラブ） ７６（６）
林 隆一 （恵那峡テニスクラブ） 巣山・林

加藤 和浩 （B.W.F） 64
辻畠 隆裕 （B.W.F） 加藤・辻畠 河合・小澤

本岡 徹 （凛心TC） W.O 62
岸野 洋大 （凛心TC）

小椋 清治 （レイクテニスアカデミー）
兼松 孝史 （レイクテニスアカデミー） 小椋・兼松

田伏 康大 （らぶそうる） 63
中西 賢二 （らぶそうる） 亀山・安田

亀山 敦史 （RISE） ７６（２）
安田 昌平 （RISE） 亀山・安田

渡辺 雅則 （ミキヤTC） W.O
樅木 秀満 （ミキヤTC） 森田・林

森田 康彦 （チームウイズ） 75
林 達浩 （凛心TC） 森田・林

小山 泰典 （中津川市テニス協会） 64
小椋 隆幸 （中津クラブ） 森田・林

太田 雄介      （ハローズ岐阜インドア） ７６（４）
木村 裕也 （MAMOクラブ） 尾関・宮原

尾関 正臣 （松枝塾） 63
宮原 健 （チーム王将）
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一般女子ダブルス 結果

１R 2R ＱＦ ＳＦ Ｆ

藤木 恵 （川崎重工）
西尾 麻美 （ＳＣアクトス）

長野 亜也子 （長良川ラケット倶楽部） 藤木・西尾
土屋 香織 （長良川ラケット倶楽部） 宮地・加藤 61

宮地 美花 （ミキヤTC） 62
加藤 知子 （ミキヤTC） 藤木・西尾

古屋 さつき （ＳＣアクトス） 62
白岩 美幸 （ＳＣアクトス） 古屋・白岩

磯村 郁子 （中津クラブ） 64

羽柴 知恵子 （中津クラブ）

上杉 志帆 （ホワイトウッドＴＣ） 藤木・西尾

松枝 リエカ （川崎重工） 63,61

岩田 礼子 （ＳＣアクトス） 上杉・松枝
松原 初音 （ブルーリバー） 神田・中村 60

神田 尚子 （美濃市テニス協会） 62
中村 葉子 （美濃市テニス協会） 常冨・早野

西澤 美奈子 （旭ヶ丘TC） 64
原 美幸 （中津クラブ） 西澤・原

加藤 厚子 （チームまごころ） W.O
淵上 美雪 （チームまごころ） 常冨・早野

常冨 美由貴 （川崎重工） 64 藤木・西尾
早野 綾 （ALL東海学院大学）

細川 まり子 （アスクＧＴＣ） 62,61
八竹 由美子 （O'Z）

兼松 麻衣子 （レイクテニスアカデミー） 兼松・樫村
樫村 亜希 （川崎重工） 兼松・樫村 62

大蔵 治子 （大垣市民庭球クラブ） 61
平井 久美子 （大垣市民庭球クラブ）

佐藤 聖子 （RISE） 稗田・松井
東山 明沙美 （RISE） 佐藤・東山 63

飛山 るみ子 （チームまごころ） 75
林部 千佳子 （チームまごころ） 稗田・松井

稗田 智晶 （松枝塾） 62 稗田・松井
松井 敏恵 （松枝塾） 67(0),63,76(4)

長谷川 貴子 （チームまごころ）
山本 智子 （チームまごころ）

辻 晶穂 （ＴＴＡ） 加藤・種谷
井澤 綾乃 （ＴＴＡ） 加藤・種谷 62

加藤 千鶴 （Ｂ．Ｗ．Ｆ） 63 加藤・種谷
種谷 季三江 （Ｂ．Ｗ．Ｆ） 62

今井 和代 （RISE）
国本 知里 （RISE） 浅野・鈴木

浅野 美恵 （旭ヶ丘TC） 64
鈴木 聡美 （旭ヶ丘TC） 疋田・松岡

疋田 慶子 （長良川ラケット倶楽部） 62
松岡 妙子 （大野TC）
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45歳以上男子ダブルス 結果
１R 2R ＱＦ ＳＦ Ｆ

八竹 孝幸 （O'z）
高間 一郎 （日本トムソン）

武山 唯司 （瑞浪市テニス協会）

鬼島 法夫 （瑞浪市テニス協会） 服部・依田

服部 靖 （TEAM MIZUTANI) 64
依田 憲明 （TEAM MIZUTANI)

坂井田 実 （岐阜ＬＴＣ）

加藤 正博 （ホワイトウッドＴＣ） 坂井田・加藤

小川 敏明 （ＺＥＲＯ） 62
舘 三衛 （アクティオ）

磯村 陽司 （中津クラブ）

松原 伸夫 （ブルーリバー） 八竹・高間

兼松 雅之 （岐阜市庭球クラブ） 兼松・小池 62
小池 晃彦 （岐阜市庭球クラブ） 兼松・小池 64

阿部 宣章 （テニスショップNAWA） 62
林 輝一 （ホワイトウッドＴＣ） 中田・山田

加賀見 渡 （ＴＳスマッシュ） 61
佐藤 二一 （岐阜ＬＴＣ） 岡田・吉村

岡田 啓一 （スポーツジロー） 75
吉村 浩平 （スポーツジロー） 中田・山田

中田 健一 （八幡テニスクラブ） 76(5)

山田 伸次 （エンジェルＴＣ） 八竹・高間

林 義憲 （三和ＴＳ） 63,76(4)
杉山 靖 （三和ＴＳ）

小板 雅之 （ミキヤTC） 林・杉山

林 杜春 （ミキヤTC） 野村・松居 64

野村 嘉人 （岐阜ＬＴＣ） 62
松居 正樹 （岐阜ＬＴＣ） 林・杉山

江島 吉紀 （恵那峡ＴＣ） 62
本田 隆 （恵那峡ＴＣ） 桑原・加藤

桑原 博之 （スポーツジロー） 62
加藤 徹 （スポーツジロー） 桑原・加藤 林・杉山

戸谷 正志 （城山ロイヤルＴＣ） 60 62
横田 義弥 （城山ロイヤルＴＣ）

中川 正信 （川崎重工）

櫛橋 泰典 （川崎重工） 中川・櫛橋

長田 淳 （ワイルドチェリー） 61
小木曽 正明 （ワイルドチェリー）

藤垣 嘉正 （凛心TC） 藤垣・山内
山内 志文 （凛心TC） 藤垣・山内 61

根生 雅之 （平和ＴＣ） 75

安藤 福泰 （ミキヤTC） 藤垣・山内

奥富 秀男 （大野TC） 64
鳥本 秋夫 （大野TC）

45歳以上女子ダブルス 結果
１R 2R ＳＦ Ｆ

阿部 睦子 （テニスショップNAWA）

今井 智美 （高山市テニス協会）

渡辺 幸美 （旭ヶ丘TC）

水津 玲子 （旭ヶ丘TC）

今村 芳子 （テニスショップNAWA）

大坪 美智代 （TPOS）

山本 歌子 （西濃クラブ）

名和 友美子 （西濃クラブ）

岩井 静子 （ＳＣアクトス）

西尾 京子 （ＳＣアクトス） 阿部・今井

渡辺 美由紀 （八幡テニスクラブ） 46,63,62
服部 佳代子 （八幡テニスクラブ）

櫻井 淑栄 （関ローンＴＣ）

柳 慶子 （関ローンＴＣ） 酒井・渡辺 60

酒井 小夜子 （三和ＴＳ） 62
渡辺 珠美 （三和ＴＳ） 伊藤・幅

青山 文子 （中津クラブ） 62
長尾 明世 （中津クラブ） 青山・長尾

野々村 みさえ （ミキヤＴＣ） 60 伊藤・幅
池田 春江 （ミキヤＴＣ） 61

伊藤 佳子 （ＳＣアクトス）

幅 明美 （川崎重工）

酒井・渡辺

八竹・高間
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