
1部(一般男子)

1 17
ＯＴＣ－Ａ ビボーンＴＣ－Ａ

1 17 30

ＯＴＣ－Ａ ビボーンＴＣ－Ａ

4 30 20 20

ＹＧＣ ＯＴＣ－Ｂ

21 5 24 21

マインドサンＢ マインドサンＡ

5 20 21 21

マインドサンＢ いっ球

30 5 24 21

マインドサンＢ マインドサンＡ

8 20 20 24

ダブルシープＡ 24 マインドサンＡ

21 5 24 30

マインドサンＢ マインドサンＡ

10 20 20 25

ビボーンＴＣ－Ｃ サーラ豊橋

21 12 25 30

スズキＴＣ－Ａ サーラ豊橋

12 21 20 27

スズキＴＣ－Ａ 浜松信用金庫

30 16 30 21

サーラ浜松 ビボーンＴＣ－Ｂ

13 20 20 30

浜松ホトニクス ビボーンＴＣ－Ｂ

30 16 30 30

サーラ浜松 ビボーンＴＣ－Ｂ

16 30 20 32

サーラ浜松 Ｗｉｓh ＴＣ

30 30

マインドサンＡ

ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙＢ

スズキＴＣ－Ｄ

28

マインドサンＣ

アスモＴＣ 31

Ｗｉｓh ＴＣ 32

マインドサンＡ 24

29

ビボーンＴＣ－Ｂ 30

サーラ豊橋 25

26

浜松信用金庫 27

スズキＴＣ－Ｂ 22

ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙＦ 23

サーラ浜松

ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙＥ

18

ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙＣ 19

ＯＴＣ－Ｂ 20

いっ球 21

ＪＲ東海Ａ

16

10

11

12

13

14

15

4

5

6

7

8

3

ＯＴＣ－Ａ ビボーンＴＣ－Ａ

スヌーピー

ｂｙｅ

 遠州クラブ対抗テニストーナメント

１Ｒ  8：00コール

1

2

1は９：００コール

9 ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙＡ

ビボーンＴＣ－Ｃ

スズキＴＣ－Ｃ

ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙＤ

ダブルシープＡ

1セットマッチノーアドバンテージ方式

初回戦敗者によるコンソレーションを予定しております。

21

17

デフィア

ＹＧＣ

マインドサンＢ

スズキＴＣ－Ａ

浜松ホトニクス

ＪＲ東海Ｂ



サーラ浜松 ＯＴＣ-Ａ ＯＴＣ-Ｂ スヌーピー ＹＧＣ
佐藤直也 宇津山勇太 石原康弘 大橋翔太 吉田悠人
橋本一太 片山 理 森 靖浩 宇野有揮 足立 潤
榊原智寛 水田貴文 秋田 薫 山本雅貴 永田康裕
小栗 翔 山崎元希 山本達也 戸塚隆文 黒田孝彦
小澤 尚輝 福本達也 山田貴大 工藤陽介 安川 真

大原 満 石野 天
ＪＲ東海Ａ ＪＲ東海Ｂ いっ球 浜松信用金庫 WishTC
上村国文 中澤毅基  榑林孝通 斎藤記通 太田洋平
市川雄一朗 戸塚雅文 広金和則 秋田茂行 川合浩平
酒井雅士 坂口 健 村松憲志 岡本兼雄 鈴木啓剛
櫻田勝文 森 岳志 岡村雄太 井上陽太 中山 隼
伊東幸夫 中原祐介 高木順也 高橋香月 佐原尚樹

平山博章 池田 健 加畑晃成
ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙA ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙB ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙC ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙD ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙE
吉野裕之 沢根良和 篠原綾太 大原和也 小野 准
戸崎信太郎 藤井寛樹 内山元紀 野澤 怜 中川高志
内村徳仁 庄司寛昭 森下良平 日恵野友也 寺田洋平
池之上理宇 梅原 毅 米山直己 藤代利之 荒井 剛
竹内舜弥 渡辺竜教 桑原一聡 青島史弥 下野秀之

ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙF ﾋﾞﾎﾞｰﾝTC−A ﾋﾞﾎﾞｰﾝTC−B ﾋﾞﾎﾞｰﾝTC−C デフィア
岩崎浩平 渡邉勇人 高橋太一 外山 司 今田典宏
鈴木貴博 新牧幸司 大串直也 山中慎弥 生熊信人
荒井輝久 岡本 敏 大平純也 松山 剛 福田健太郎
矢嶋秀樹 渡邊裕也 高岡 翼 木本廉太郎 平本智之
青木祐太郎 坂神脩亮 酒井翔矢 徳増 聖 鈴木之久

多胡直弥 片山敦司 金田拓也
ｽｽﾞｷＴＣ-A ｽｽﾞｷＴＣ-B ｽｽﾞｷＴＣ-C ｽｽﾞｷＴＣ-D ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾌﾟ
森上忠昭 中井俊介 塚越孝徳 平岡拓也 岡部英寿
鈴木寛史 田中直樹 深谷健吾 清水大地 大庭洋信
東 貴之 清水 大 友部貴仁 野口尚志 石牧亮佑
加藤弘崇 酒井延頼 飯塚卓朗 土屋龍太郎 渡辺克仁
司馬雄基 山内功之 桜田康治 松原秀朔 大池立起
中村圭佑 松本竜一
ﾏｲﾝﾄﾞｻﾝＡ ﾏｲﾝﾄﾞｻﾝＢ ﾏｲﾝﾄﾞｻﾝＣ 浜松ﾎﾄﾆｸｽ アスモＴＣ
浜崎雅士 池谷拓実 新屋芳久 加藤勝彦 水野雅則
船津大輔 奥田良太 池畑純一 伊藤雅典 山本泰宏
山本 諒 若林拓也 野嶋 俊 沖田陽介 高橋洸紀
上野陽祐 築地正拓 枝窪圭人 中村 翔 渡辺幸広
田中秀明 宮脇 駿 渡邉大晃 小杉凌生 松永拓也

山下璃人
サーラ豊橋
山下広祐
加藤大輝
仲根祐介
吉留大樹
原 悠貴

団体戦 1部 (男子)

団体１部(男子)の選手表に訂正がございます。

アオヤマスポーツ掲示板と返信用封筒に送りました選手表に

印刷ミスがございました。

こちらが正しい表になります。差し替えお願い致します。



2部

1 9

アオヤマクラブ Ｙ’ＳＴＰ

1 12

アオヤマクラブ ＯＴＣ

4 30 30 12

マインドサン 1 ＯＴＣ

30 1 12

アオヤマクラブ ＯＴＣ

5 20 21 13

佐鳴台ＬＴＣ コヤマＴＰ

8 16

ＮＷＴＣ 浜松信用金庫

8 21 21 16

ＮＷＴＣ 浜松信用金庫

3部

1 9

浜松庭球塾 ｵﾘｵﾝ工具

1 12

浜松庭球塾 アスモＸ

3 30 21 12

袋井クラウン 1 アスモＸ

30 1 16

浜松庭球塾 Ｒｅｄ　Ｓｏｘ

5 20 20 13

高砂香料 ＨＴＦ

5 16

高砂香料 Ｒｅｄ　Ｓｏｘ

8 21 30 16

プラムカット Ｒｅｄ　Ｓｏｘ
ｂｙｅ 15

1セットマッチノーアドバンテージ方式

初回戦敗者によるコンソレーションを予定しております。

Ｒｅｄ　Ｓｏｘ 16

7 ｂｙｅ

8

ｂｙｅ 14

浜松庭球塾

ｂｙｅ

アスモＸ 12

21
ＨＴＦ 13

1は10：００コール

11

2 ｂｙｅ ｂｙｅ 10

10

ｂｙｅ

ｂｙｅ 14

１Ｒ11：00コール

1は12：00コール

ｂｙｅ 11

ｵﾘｵﾝ工具 9

Ｙ’ＳＴＰ 9

ｂｙｅ

8 ＮＷＴＣ

12

コヤマＴＰ 13

アオヤマクラブ

1

2 ｂｙｅ

3 ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙ

4 マインドサン

5 佐鳴台ＬＴＣ

6

3 袋井クラウン

浜松庭球塾1

ｂｙｅ

プラムカット

7

高砂香料5

4 アスモＴＣ

6

 遠州クラブ対抗テニストーナメント

浜松信用金庫 16

ｂｙｅ

20

ＯＴＣ

ｂｙｅ 15

１Ｒ  9：00コール

アオヤマクラブ



浜松信用金庫 ＮＷＴＣ ｱｵﾔﾏｸﾗﾌﾞ ＹʼＳＴＰ ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙ
梶ゆう美 桐井香織 ⾧尾成美 落合里音 川崎 薫
竹村美希 川口加織 小澤麻由美 高安卯女 夏目千里
山口恵美 鈴木浩美 川合友梨亜 高田知美 藤原可奈子
嶋野安沙美 小林みち代 岡本祐恵 溝口郷子 梅原麻都花
内田百香 佐藤友美 吉見沙耶 田面光子 平塚はるか
伊藤百芽野 織田知邑
マインドサン ＯＴＣ コヤマTP 佐鳴台ＬＴＣ
小野田かをる 小渡ちなみ 村上絹代 信岡園子
早川孝子 吉岡里美 上田文香 斉藤佳代
篠ケ瀬佳代子 大原一美 袴田明子 小出貴子
大塚由紀子 山崎光夏 袴田尚子 竹中里美
池谷瑞枝 山田恵来 加藤志保 鈴木享子

袋井クラウン オリオン工具 ＨＴＦ 高砂香料 浜松庭球塾
大竹次睦 豊田与志貴 山田寿幸 五十嶋敏弘 森口彰久
田原親友 山下泰弘 大野潤一 大塲亮介 中野啓太
遠藤一也 今泉勝裕 高橋尚久 田中義弘 天野康治
松下満彦 ⾧谷川誠 鈴木暁康 磯部史浩 竹島 優
柴田貴幸 今村好孝 金田眞吾 寺田孝広 野嶋孝好

坂井滋紀 佐田勝彦
Red Sox プラムカット アスモTC アスモX
鈴木府文 伊代田米次 内藤真一 原田佳典
斉藤政明 川崎秀樹 山本伸幸 中田智之
松井和彦 坂田利博 永井秀明 後藤幸司
横山法義 佐合 孝 加藤元康 斎藤 健
小池基夫 袴田勇二 北河高行 杉山佳之

須藤朝宗

団体戦 2部 (女子)

団体戦 3部 (40歳以上男子)


