
安城市チーム対抗 ２０１８男子 Aブロック

NO チーム名 責任者名
OSGフェニックス 戸加里佳邦 渡辺　勇人 世古口　知也 水田　貴文 片山　理 宮本　司

野口　敏裕 高橋　識成 鹿島　一輝 戸加里　佳邦 大倉　哲也
さるさる　B 鈴木賢一 馬場　安之 川上　晃司 鈴木　賢一 小野　壽 伊東　陽人

織部　宗紀 三井　天翔
ボンクラTC 二村真基 深谷悠児 加藤大輝 嶋田光 戸田義人 二村真基

山本拓実 古井俊輔 小川拓馬
ポンキッキ Z 山田幸司 長谷部　弘之 山田　幸司 加藤　典明 渡辺　勝宏 吉田　弘樹

ファイヤーズ A 千歳　仁志 千歳　仁志 荒木　啓輔 吉原　正人 中河原　悠士 井上　雅之
神谷　友彰

山本圭吾 山本　圭吾 梅沢　純司 樫　孝英 日尾野　裕 今井　秀行
三好　勝宏 土屋　一義 成瀬　栄 宮川　正夫 　

G&GTC 清水　洋 渡辺純平 清水　洋 深谷俊之 坂神脩亮 権野佳樹
杉山宜久 吉田浩隆 中島友和 田ノ岡茂男

BIG WAVE A 浅井康尋 高橋　和嗣 本田　洋平 栗田　規善 淺井　康尋 加藤　義之

ATC 高木明良 高木明良 鈴木達也 田中裕一郎 川上竜司 中川航
宮代龍 神谷真央 名幸寿 宋燁韜 和崎省吾

ロキソニンTC 武井勇貴 武井　勇貴 村瀬　智文 永田　敏行 村尾　直純 桂山　義章
伊藤　将道 前田　萩平 北原　正隆

1UP 小田志朗 小田志朗 早川雅俊 鈴木充 河田則彦 酒井達也
後藤悠介 山下隆征

西尾ローンテニスクラブ 岸本洋征 岸本　洋征 岸本　歩 本田寛和 竹中　知 都築　修平
都築　洋平

安城ローンST 長田健志 梶家健児 長田健志 清水俊行 安田峻治 中本　健
長田康志 寺田光希 前田典之

ファイヤーズ M 山本　誠 大見　雅康 大久保　雅史 山本　誠 高井　康雄 谷口　三郎
浦川　弘明 鈴木　康友 堀　正幸

ポンキッキ A 亀谷浩二 亀谷　浩二 小笠原　雅人 岩本　圭史 陸田　浩徳 杉浦　健仁
渡辺　啓仁

イエローサブマリン　A 山本晋也 山田智広 山田貴大 山田信親 山中忠志 平松優斗
田中耕太郎 北崎拓也 松浦壮太 山本晋也

4

5

6
MEER・岡崎テニスクラブA
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安城市チーム対抗 ２０１８男子 Bブロック

NO チーム名 責任者名
わんぱく隊 山田博之 山田博之 萩原隆彰 畑田康治 岡田直己 中島正敏

冨士和仁 野村秀之 原田浩史
Bye

ファイヤーズ Z 中野秀一 中野　秀一 廣瀬　亮 宇佐見　啓 碇谷　弘晃 山岸拓馬

SMD　 古橋卓真 古橋　卓真 皆浦　純一 田端　貴 小安　俊秀 小飯　健太
神谷　友規

あらびき団 比楽知也 鶴田　剛士 中島　英登 比楽　知也 川畑　澪 須永　滉平
宮里　春男 秋田　大和 山本　泰誠

WS 佐野達之 大橋　了輔 内山　道之 高柳　和功 森田　賢史 佐野　達之

チームKOKO 宮下慎一郎 宮下　慎一郎 横家　大樹 植手　芳樹 別所　豪太 大平純也
近藤正規 水田知則 三井敬補 北島智久

GTI 砂塚　亮 砂塚　亮 福本忠司 蜷川　俊 石川慶一 黒澤　祐紀

RRTC　A 秋山清和 袴田尚樹 西川浩司 種村和久 平田光孝 澤島秀司
秋山清和 前田正史 天白　清 千葉辰巳 安藤公彰

ぐちやまTC 栗原航一 井戸　謙人 石川　弘彰 飯田　匠哉 中野　正義 大野　悠
橋本　和幸 田中　聡志 早瀬　亮 栗原　航一

Bye

丸田町TC 長谷川友紀 伊藤 啓太郎 久保 裕之 後藤田 文也 渡辺 裕司 米倉 正次
船橋 祐馬 中宮 辰弥 長谷川 友紀

フットワーク 石川　要 石川　要 井上　一也 金剛　一也 水越　康仁 長谷　昇明
河合　優作 倉橋　良幸 金剛　健太

ニデックブルーI’s 内門裕紀 手塚　聡 山田　毅 石井　友也 内門　裕紀 栃久保裕司郎
岩瀬　仁志

Bye

長谷川テニス塾 鈴木　正 鈴木 正 田中政昭 金森賢樹 西尾　厚 吉田春男
長谷川伸 谷川　陸
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安城市チーム対抗 ２０１８男子 Cブロック

NO チーム名 責任者名
MEER・岡崎テニスクラブ　B 重盛　忠誠 河原　儀明 加藤　泰孝 加藤　ひろみ 松井　泉

成瀬　栄 加藤　越三 金子　太郎 岡本　竹史 榊原　敬三
Bye

KCH＋ 櫻井　章弘 清水淳矢 内村　浩光 戸松昭則 深谷友貴 中村　雄紀
小島　健太 櫻井　章弘 筒井大詩 淺井大輝

RRTC　B 原田彰洋 越智英雄 鳥居厚夫 田中公司 水野　竣 原田彰洋
山﨑 勝 渥美 誠 柴田孝男 片岡雅年 高武 恭平

ボイジャー　3号 堀　寿和 堀　寿和 大参　陽崇 片岡　泰三 斉藤　透 千種　崇
近藤　貴之

AVA 平野隆之 平野　隆之 中村　重光 兵藤　秀明 山田　恵市 両星　憲二
山田　惇貴 石川　貴浩 溝口　祐樹

Rowdy 加藤竜弥 山口　尊正 都築　慎二 大西　広記 加藤　竜弥 大竹　将寛
鈴木　克 早川　和英 前田耕祐 小田井佑輔 三矢　拓巨

JOKER　T.C　 荒井宏行 荒井　宏行 今村　慎一 倉橋　圭市 町谷　亮太 山川　祐摩
小野田　新司 天野　直樹 春山　和紀

チーム塩田 加藤明宏 加藤　明宏 佐藤　正雄 岡戸　成吾 塚本　真也 柘植　祥史
川東浩太 長坂　保

ファイヤーズ X 杉山秀樹 杉山　秀樹 杉浦　正治 富田　一行 川本　二千翔　遠藤　幹大
峯園　数浩 峯園　裕貴

Bye

バーバリアンズ　A 青山和弘 長田仙三 鈴木哲也 天野和己 長坂　章 高須昭則
吉見幸男 増永清宏 米山文夫 大見英吉 青山和弘

A1-please 井上聖介 奥田 晴計 川口 峻征 鈴木 友裕 須藤 翼 井上 聖介
八野 善哉

イノアック 後藤一博 後藤　一博 末松　丈史 岩間　亮二 久保　哲也 大河内克己

和田　孝典 外山　敏 宮川　敏雄 吉田　陽一

Bye

ボイジャー6号 横井昌広 梅村　幸充 大口　稜介 木村　直文 長谷部　勝和 前田　卓志
吉田　大 横井　昌広
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安城市チーム対抗 ２０１８　男子 Dブロック

NO チーム名 責任者名

ショッキ-ズ 薬師忠幸 薬師　忠幸 荒川　真一 脇沢 知行 林　健一郎 青木　伸行
村田　大 杉本　一 小林 弘明 螺沢 新治

Bye

さるさる D 庄司光一郎 庄司　光一郎 加藤　春美 岸本　愼一 小笠原　謙司 羽藤　猛
岩瀬　広親 田中　穂積

BIG　WAVE　B 中田　旭 柴田　朝史 加藤　新 河内　平 中田　旭 立石　竹志
荻野　拓也

ATC-S++ 池松　淳 加藤　和広 深見　昌伸 村瀬　雅彦 中野　啓太 湯浅　賢太郎
岡本　功 池松　淳 國里　貴大 田中　俊也 小林　俊裕

Bye

パッシングショットA 安藤一也 安藤　一也 田下　広和 牧原　敬宏 川下　湧司 鈴木　直弥
小川　雄生

RRTC　C 松井啓仁 松井啓仁 関山 羊二 森 健治 山田耕二 藤田 博久
畑島奈津志 大橋孝征 野村匠 山本 功一 江崎 隆史

TYR 竹内　恒 竹内　恒 杉山貴士 若松宏治 工藤新之助 村上　栄規
落合　瞬 日紫喜勇治 太田　章宏

Bye

Bye

さるさるF 矢部智宏 山浦　敏昭 高橋　鉄也 鍵山　光男 杉浦　健治 中本　敏
伊藤　博美 正木　浩仁 矢部　寛延

アンデン A 鈴木　勉 細井正孝 細井伸治 内田　和宏 水野　航 野村秀威
鈴木勉 若松 真一

切磋琢磨 大澤拓也 大澤　拓也 森田 浩充 久保　智史 高川 智行 丹羽　英通
岡田　克 光行　恵司

Bye

コニカミノルタ 壷井俊雄 壷井 俊雄 中山 雄介 伊藤 健 浜田 太 西 正之
ローンテニス 西　堅太朗
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安城市チーム対抗 ２０１８　男子 Eブロック

NO チーム名 責任者名
イエローサブマリン　B 山本明広 岩崎栄一 片山邦夫 五野上操 舟木和広 杉浦伸行

芹生　充 細井郁夫 山本明広 山口慎也 神谷幹典
Bye

CHAPTER 加藤好和 加藤好和 本多勇治 小川正夫 鈴木淳市 荒川淳一
宮口信行

パパーズ 加藤浩明 加藤秀行 加藤浩明 井本和也 丹下健治 北川博教

SCORP　α 鈴木秀和 鈴木　秀和 稲垣　智義 桶田　英志 柴川　将義 和田　直人
杉山　伸悟 斉藤　宏典

Bye

アンクレカイザー 武本康蔵 武本　康蔵 田森　雄治 中村　英憲 足立　和繁 小椋　等
武石　眞博 大谷　茂 安藤　暢介 柴田 雅寛

ニデック侍ブルー 牧原孝明 青木　健治 伊藤　雅人 宮脇　義治 鬼頭　孝治 名倉　章弘
松井　孝哲 森田　匡哉 牧原　孝明

知立寮テニス部 宮本卓也 宮本　卓也 山本　圭佑 上村　俊貴 竹村　晃一 石川　明
梅原　智明

アンクレキング 深見浩史 深見　浩史 平原　慎二 入山　和也 川村　英二 伊能　彰英
遠藤　淑行 松原　進 上原　龍 中村　恒

Bye

さるさる C 河野恭二 河野　恭二 栗林　俊介 寺村 英司 大西　純 鶴田　直也
壁谷　昌司 坂妻　正人 矢部　智宏

KCH 中野洋祐 渡部　聡 斉藤　公人 中村　智 鈴木邦嘉 澤田泰行
眞野浩志 亀井優寛 中野洋祐

Neo-Prix 山黒　顕 阿部　裕幸 斉藤　雄徳 三浦　禎則 山黒　顕 加藤浩美

Bye

バイキング 松村秀幸 松村　秀幸 白砂　守 土屋玄太 毛利健司 林　杜春
林　佳正 曽我秀樹 中村　亘
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安城市チーム対抗 ２０１８　男子 Fブロック

NO チーム名 責任者名

ヨッシ-ジャンプ 吉村達也 吉村達也 加藤博之 山根豪太 鶴田佳希 矢島　彰
池田　智 山口知哉 鬼頭剛史

Bye

アンデン B 花井章夫 花井　章夫 永山雅博 榊原寛 坂本　仁史 田治見　大生
清水　美行

さるさる A 矢部智宏 小林　勉 太田　義樹 岡　隆 佐藤　元昭 鈴木　武夫
早川　義人 村松　達実 池田幸二

4'S 成宮文雄 戸ケ里泰輔 林　栄一 谷本健二 中西勝巳 清水庫二
末芳耕一 成宮文雄 一柳　潤 須藤正明 藤森裕也

ニデック　ブルー３ 淀川　聡 中村　僚 菊池　勇斗 淀川　聡 植村　努 髙田　重和
松村　佳亮 柴本　貴央 松井　駿悟

東レ岡崎 D 影山充孝 榮　亮介 内田　明宏 影山　充孝 鬼頭　俊喜 田中 久順
井町　圭孝 本田　真己

パッシングyショットB 副島幸一 古本　邦博 坂本　和昭 副島　幸一 都築　一行 ｹﾘｰ・ﾀﾞﾆｴﾙ
太田　信一 安立　和正 車谷　賢司 大場　裕司

招福庭球倶楽部 高本淑義 小野崎敦夫 村瀬慶洋 高本淑義 新美孝徳 成田康司

BIG　WAVE　C 初谷昇太朗 永坂　徹也 小林　令二 今井　教雄 黒田　宣英 初谷　昇太朗
細尾　武史 形浦　成則

東レ岡崎C 中島日出男 中島 日出男 赤間 忠司 中堂　洋三 扇原　俊介 鎌田　雄二朗
福間 達也 原田 唯斗

MMR　 榊原正樹 神信　賢 上野　公大 榊原　正樹 磯村　明生 朝岡　洋
松本　和也 芝原　康彦 鋤柄　裕人

プレマロTC 米山　巧 米山 巧 栗賀 弘樹 山本 勲 塚本 吉男 北川 大輔
永田 喜芳 渡辺 敦史

トラブルショット 　杉浦良二 杉浦良二 若林康成 岡田俊信 小田厚志 渡邉秀孝
戸松民雄 吉田浩隆 柴田浩志

ATCS-∞（ｴｲﾄ） 平碆　進 平碆　進 大田　一成 辻田　俊 豊島　崇稔 荒川　俊文
竹田　憲人 安坂　駿佑 荒川　陽 土田　賢太郎

T-REX 加藤雅崇 加藤　雅崇 伊藤　和彦 竹内　靖 辻　武 加藤　俊彦
磯田　大和
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安城市チーム対抗 ２０１８　女子 Aブロック

NO チーム名 責任者名

GTO 神谷美樹 大島由佳 山田明美 吉見裕子 大久保良乃 笹川佳倫
佐藤夕子 神谷美樹

Bye

劇団　6人 神谷洋子 神谷洋子 関根恭子 小久井一美 福永留美 榛葉由紀子
小西利江子

キウィ世代 松村恵美子 片山智子 菊岡朝子 久保田志保 榊原美佳 松村恵美子
村松幸子

マスターセブン 秋田伸代 秋田伸代 千葉弘子 山口育子 金原みき枝 中島紀子
梅田文子 西澤美奈子

コバリT.P 福島由子 福島由子 坂本めぐみ 三浦玲子 完山ひろみ 金内早苗
野村真弓 田中文子 深井恵子

レインボーローズ 鷲野富士子 鷲野富士子 東海林祐子 河口明子 竹之内由佳里 畑野美穂子
安田永里子 榊原さおり

HIYAKE'S 　　竹内尋美 山本　由紀 安藤　昌代 竹内　尋美 小坂　友紀恵 井上　絵美
平碆　里美 長松　久美子

8 ビート♪ 西坂幹江 日下明子 杉浦佳子 田中明美 横井郁子 加藤浩代
片岡雅美 西坂幹江 永見あづさ 林　貴子

ほのぼのローン 加藤朋子 加藤朋子 福井　晶子 大井　恵 山中　淳子 二本松礼子
小泉真希子 今村　ひとみ 持田　由紀子 中野　千奈美

YKM２ 澤田あゆみ 澤田　あゆみ 岩田　伸枝 白川　智子 山本　愛 桑原　諒子

ワキ　アイ　アイ 杉浦洋子 和田ひとみ 谷本純子 松岡悦子 纐纈菜都美 杉浦洋子

wish 長谷川　淳子 石橋　有美 野田みづほ 日比　恵都子 田中　佳枝 郷　真由美
山崎有加 長谷川　淳子

エンジェル 丹羽良美 丹羽良美 辻村俊枝 山内智加子 金森裕美 風巻貴子
小栗由美子 西村朋子

Bye

ハーモニー 近藤珠美 柴口清佳 安藤美奈 荒川　慶 綾部美千代 野間量子
近藤珠美

参　加　者　氏　名

1

2

3

9

10

11

12

4

5

6

7

8

13

14

15

16
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NO チーム名 責任者名

ひまわり 堀本万里子 北川千代子 千田希代子 鈴木美佐子 白井典子 戸松和美
竹村千鶴 榊原多香子 堀本万里子

Bye

チームスイスイ 島田香代子 岡田由美子 亀井陽子 西口真由美 矢藤真起子 島田香代子

チャッピーズ 大見美智子 大見美智子 西山弘子 岡田明美 高井典子 西山真寿美
駒水里美 磯部栄子 榊原ちずる 藤田利枝

LOVE-UP 井上典子 稲垣弓枝 井上典子 高橋初美 高須千春 藤岡奈緒美
高木千子 

Bye

チーム金妻　with　F 永田由美 文田秀子 加藤佳奈子 成原律子 稲垣千絵子 伊東美苗
石川真理子 寺田由希子 永田由美

TOM 渡辺周子 渡辺周子 藤田恵理子 筒井尚子 小山富士子 泊野百合子
石川八恵美 山口寿美 鷲見麗子

さるさる　L 大久保孝子 大久保　孝子 小野　珠美 矢代　雅美 加藤　友子 牧口　好美
田代　美映

レジェンド 柴田久美子 近藤珠美 高塚美津恵 角きよ子 網島洋子 柴田久美子
佐藤容子

Bye

リバコ 木場京子 木場京子 鈴木初重 龍本由美子 澤田由紀子 伊奈恵子
松尾幸子

フルーツサワー 栗脇文絵 粟脇文絵 平田佳代 中瀬由貴子 林　玉巳 小伊豆恭子
松木平恵美

ステッピース 小林泉美 岡田美智子 平野寿美代 小林泉美 浅田百合子 杉浦 淳子
金剛かおり 小林 美結 有馬さやか

Bye

カメリア　６ 矢嶋三千代 岩月香代子 奥野彩乃 押川やえみ 佐竹千恵子 松山雅子
矢嶋美千代

参　加　者　氏　名

1

7

8

9

2

3

4

5

6
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16
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11

12

13

14


