
第 31 回各務原市春季テニス大会日程表 

 

本大会の全日程は、各務原市スポーツ広場テニスコート（砂入り人工芝）にて行います。 

 

６月３日（日） シングルス                                             予備日 7月 16日 

受付時刻 男子１部 男子２部 女子１部 女子２部 

シ 

ン 

グ 

ル 

ス 

8:00 1R  2 ～ 32 1R  1 ～  8 

 

 

8:30 1R 35 ～ 43 1R  9 ～ 16 

9:00 2R  1 ～ 11 1R 17 ～ 24 

9:30 2R 12 ～ 22 1R 25 ～ 32 

10:00 2R 23 ～ 33 引き続き 

2Ｒ～ Ｆ 
10:30 2R 34 ～ 44 

12:00 引き続き 

3Ｒ ～ Ｆ 

 1R  1 ～  8 

12:30  1R  9 ～ 16 

13:00   1R  2 ～  3 引き続き 

2R ～ Ｆ 
13:30   引き続き 

SF ～ Ｆ 
   

 

６月１０日（日） ダブルス                                             予備日 7月 22日 

受付時刻 男子１部 男子２部 女子１部 女子２部 

ダ 

ブ 

ル 

ス 

8:00 1R  2 ～ 18 1R  2 ～ 12 

  
8:30 1R 20 ～ 25 1R 14 ～ 26 

9:00 2R  1 ～ 13 2R  1 ～ 13 

9:30 2R 14 ～ 26 2R 20 ～ 27 

10:00 
引き続き 

3R ～ Ｆ 

引き続き 

3R ～ Ｆ 
1R  2 ～   7 

1R  2 ～  3 
2R  1 ～  9 

10:30 1R  8 ～  13 2R 10 ～ 17 

11:00   2R  1 ～  14 引き続き 

3R ～ Ｆ 

   
引き続き 
SF ～ Ｆ 

 

注意事項 
 

1. 時間厳守、受付時刻(大会日程表参照)までに、テニスの出来る服装に着替えて、本人が

大会本部に出場を届出ること。遅刻は棄権とみなします。 

2. 競技中の負傷等については、主催者にて応急手当はしますが、それ以後の責任は負い

ません。 

3. 失格・棄権の場合でも、参加料は返還しません。 

4. 降雨等の事情により大会の全日程が実施できない場合でも、参加料は返還しません。 

5. 悪天候における当日の大会運営については、参加者各自が直接会場で確認のこと。 

6. 延期、日程変更、会場変更などは、会場にその旨を掲示します。 
各務原市テニス協会 



  

男子シングルス 1部 (1/2)

A B

林  紀彦 (WiM岐阜)11 高原  翼 (NTK) 22

村上 達也

10 市橋 英世 (BREAK BACK) 21 鹿村 竜之 (BREAK BACK)

9 石田 豊文 (WiM岐阜) 20

中田 晃裕 (NTK)

8 葉山 幸夫 (ハローズS) 19 高井 大輔 (PTC)

7 三好 貴己 (岐阜基地) 18

深瀬 逸人 (NTK)

6 柴山 泰之 (WiM岐阜) 17 市川  蔵 (WiM岐阜)

5 三辻  修 (BREAK BACK) 16

15 川田 真樹 (Team Clush)

3 馬渕 大治 (ハローズS) 14

  1R  2R  3R  4R   4R  3R  2R  1R

澤田 和久 (Team Clush)

2 澤柳 赳雅 (WiM岐阜) 13 斎藤 和弘 (ハローズS)

1 鍬本  孝 (岐阜基地) 12

渡邊 新仁 (BREAK BACK)

4 横山 雄二



男子シングルス 1部 (2/2)

C D

D

C

B

A

大野 貴史 (BREAK BACK)

33 内藤 哲哉 (ASSEMBLY) 44 永井 昭徳 (ASSEMBLY)

32 堀辺 将司 (ポニーTC) 43

白木 秋彦 (NTK)

31 橘田  槙 (NTK) 42 岡田 尊康

30 石井 正治 (BREAK BACK) 41

坂田 浩司 (ハローズS)

29 横谷 健吾 (岐阜基地) 40 大野 晴彦 (BREAK BACK)

28 本郷 謙史 (ポニーTC) 39

矢田 周平 (岐阜基地)

27 若松 貴海 (岐阜基地) 38 渡辺 哲也 (NOVA-K)

26 村瀬 裕志 (ハローズS) 37

野村 拓也 (NTK)

25 青木 秀人 (各務原GTC) 36 足立 吉康 (ASSEMBLY)

24 安江 大孝 (NTK) 35

23 雪吹 孝正 (NOVA-K) 34 林  靖彦 (BREAK BACK)

   SF         F

  1R  2R  3R  4R   4R  3R  2R  1R



男子シングルス 2部

A B

B

A

土屋 俊幸 (ハローズS)

16 林  由二 (ポニーTC) 32 西村 利裕 (BREAK BACK)

15 大野 健一 31

岸田 岳之 (ULTC)

14 青山 和智 (BREAK BACK) 30 紙川 智宏

13 小鹿 誠三 (各務原フレッシュTC) 29

金丸 義敬 (WiM岐阜)

12 野尻  隆 28 杉江 省吾

11 竹屋 健二 (CANNON-BALL) 27

露木 孝典

10 布施 圭一 (ULTC) 26 杉原 昌実 (ハローズS)

9 森  智加臣 (ハローズS) 25

猿野 達郎

8 坂    保 24 中村 佑樹 (BREAK BACK)

7 岩田 啓弘 (ULTC) 23

梅本 秀基 (ULTC)

6 中川  茂 22 大石 博明 (ハローズS)

5 永田  裕 (CANNON-BALL) 21

海野  大 (なかよしテニス)

4 真嶋  康 (各務原フレッシュTC) 20 奈良 拓矢

3 竹澤 潤二 (PTC) 19

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

渡辺 和真

2 村上  諒 18 小島 慎司 (WiM岐阜)

1 新貝  崇 17



男子ダブルス 1部

澤柳 赳雅 立木 英俊
市川  蔵 大西 弘一

安江 大孝 左高 篤史
片桐 拓磨 梅本 秀基

梶川 義人 内藤 哲哉
高畑 保夫 後藤 高徳

松井 雅史 山下 貴信
松井 高信 西部 説益

稲田 慎也 野村 拓也 (NTK)
青山  稜 神田 圭右 (BUMPS)

永井 昭徳 酒井 正浩
青木  勉 坂田 浩司

渡邊 新仁 大竹 正樹
鹿村 竜之 A B 森  智哉

後藤 勝也 斎藤 和弘
小藤 仁志 村瀬 裕志

澤田 和久 広瀬 真輔
川田 真樹 石川 治彦

高原  翼 安江 俊哉
谷口 雄亮 日比野 友哉

馬渕 大治 長嶋 邦広
杉原 昌実 堀  俊介

大野 晴彦 荒木 健太郎
藤井 俊哉 伊藤 仁史

柴田 裕児 林  靖彦
薮田 貴志 大野 貴史

A

B

13 26

11 24

12 25

(ハローズS)

(BREAK BACK)

(WiM岐阜)

9 22

10 23

7 20

8 21

(BREAK BACK)

(PTC)

(Team Clush)

(NTK)

5 18

6 19

3 16

4 17

(ULTC)

(各務原GTC)

(NTK)

(ASSEMBLY)

1 14

2 15

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

(WiM岐阜)

(NTK)

(BREAK BACK)

(ULTC)

(ASSEMBLY)

(各務原フレッシュTC)

(ハローズS)

(ULTC)

(BREAK BACK)

(PTC)

(ハローズS)

(NOVA-K)

(PTC)

(岐阜基地)



  男子ダブルス 2部

大石 博明 岸田 岳之
平松 弘至 永井  煕

片野 民知哲 小寺 健太郎
小鹿 誠三 真嶋  康

安藤 聖敏 森  智加臣
中村 佑樹 島田 直幸

市橋 英世 金子 秀昭
西村 利裕 本郷 智也

渡辺 和真 小島 慎司
山尾 勇治 長屋 大樹

大橋 弘典 小室 雅彦
野久 智也 和田 博幸

吉田 謙二 向井 一成
辻  義一 木村 浩之

野尻  隆 A B 田中 郁三
大西 菊之祐 松尾 保洋

後藤 幹史 中村 寛治
岩村 健司 高橋 賢一

加藤 雅美 今尾 泰之
石崎 康晴 川合 好胤

平田 壮志 土屋 俊幸
布施 圭一 北田  徹

古澤 俊幸 牛野 智幸
竹屋 健二 千田 和弘

横山 昌宏 藤村  学
高田 典弘 岡河 広晃

浅野 研司
大塚 哲彦

1 14

2 (各務原フレッシュTC) 15

(ハローズS)

3 16

4 17

(BREAK BACK)

(BREAK BACK)

5 18 (WiM岐阜)

6 19(Team Clush)

7 20

8 21

(ビギナーズラック)

9 22

10 23

(ビギナーズラック)

(CANNON-BALL)

27

11 24 (ハローズS)

12 25

(ULTC)

(ビギナーズラック)

13 (YTC) 26 (NTK)

(各務原フレッシュTC)

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

A

(CANNON-BALL)

(ULTC)

(各務原フレッシュTC)

(ハローズS)

(各務原フレッシュTC)

(ビギナーズラック)

(CANNON-BALL)

    F

B



  

女子シングルス 1部

A B

女子シングルス 2部

A B

佐野 利佳 (WiM岐阜)

2 蒲田 小百合 (WiM岐阜) 10 紙川 陽子 (CANNON-BALL)

1 久野 彩子 (CANNON-BALL) 9

八木 和子 (ビギナーズラック)

4 松浦 圭子 (MAMOクラブ) 12 野田 直美 (ASSEMBLY)

3 田口 結女 (岐阜基地) 11

栗本 美紀 (ULTC)

6 奥谷  愛 (ハローズS) 14 浅野 京子 (WiM岐阜)

5 雑賀 美奈子 (WiM岐阜) 13

梶野 夏見 (ハローズS)

8 奥村 真理 (ULTC) 16 北村 朱美 (ビギナーズラック)

7 中根 智子 (BREAK BACK) 15

3

田島 雅子 (CANNON-BALL) 波多野 百恵 (BREAK BACK)

2 郷  友香梨 (PTC) 5 堂下 千代子 (ASSEMBLY)

1 4

  1R   SF    SF

    F

  1R  2R  SF   SF  2R  1R

    F

B

仲村 千秋 (ASSEMBLY)

A

B

A



  

女子ダブルス 1部

佐橋 千秋 小島 享子
村瀬 伸子 吉田 道子

仲村 千秋 (ASSEMBLY) 江藤 晴美
一柳 真由子 (WiM岐阜) 木本 雪子

加藤 実奈子 岩村 久美子
佐藤 美智子 北村 朱美

井元 ゆかり 西脇 佐和子 (ハローズS)
田中  恵 A B

波多野 百恵 (BREAK BACK)

杉浦 淳子 柴田 典子
高木 映子 山口 佳代

田島 雅子 村瀬 三恵
所  千夏 堂下 千代子

岩田 愛美 多賀 広子
郷  友香梨 尾宅 友紀

1 8

2 9

3 10

4 11

5 12

6 13

   1R  2R  SF    SF  2R  1R

A

7 14

(NOVA-K)

(ハローズS)

(ビギナーズラック)

(FORTE)

(CANNON-BALL)

(ハローズS)

B

(PTC)

    F

(NOVA-K)

(P.S.Pa)

(ビギナーズラック)

(FORTE)

(ASSEMBLY)



  

女子ダブルス 2部

栗本 美紀 中田 京子
東倉 一代 長瀬 恵美

柴田 恵美子 河野 博美
古澤 登美子 矢島 文恵

佐野 利佳 紙川 陽子
市川 千枝子 風間 美里

尾木 祐子 平山 道代
青野 厚子 栗本 圭子

梶野 夏見 中野 久美子
奥谷  愛 A B 福井 玲子

三島 史子 樋口 安代
金田 三恵子 今井 真理子

浅野 京子 郷  紗耶香
蒲田 小百合 朝倉 理沙

小島 弘美 石井 江梨奈
足立 直子 久野 彩子

松井 美智代
中島 加南子

2 11

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

A

7 (WiM岐阜)

8

9

    F

5

6

3

4

1

B

(CANNON-BALL)

(岐南テニスクラブ)

(CANNON-BALL)

(ULTC)

(CANNON-BALL)

(WiM岐阜)

(CANNON-BALL)

(ハローズS)

(CANNON-BALL)

(CANNON-BALL)

(WiM岐阜)

(CANNON-BALL)

(WiM岐阜)

(CANNON-BALL)

(NTK)16

17

14

15

12

13

10
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