
A

B
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男子シングルス1部

34 中屋  航

32 小野木 敏仁

35 古田 清浩

33 服部 慶介

小島 宏俊26

今井 大志

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

中根 慎一郎

43 井出 航平

298 岡河 広晃 (NTK)

(BREAK BACK)

(BREAK BACK)

3 林  誠也 (chickin hearts)

4 続石 真也

5 南原  誠

1 紀藤 元希 (NTK) (ULTC)

(P.S.Pa)

(ULTC)

(WiM岐阜)

富田 克義24

久保田 賢人25

左高 篤史22

藤原 一也232 田上 智哉

6 鹿村 竜之 (chickin hearts)

(岐阜基地)

(BREAK BACK)

9 竹屋 健二

河村 健太郎27

岡田 尊康30

三好 貴己28

林  靖彦

(CANNON-BALL)

7 柏原 公凜 (岐阜基地)

(NTK)

12 片岡 芳彦 (TA-NOBU) (chickin hearts)

13 海野  大 (なかよしテニス) (P.S.Pa)

10 水谷 清孝 (P.S.Pa) 小島 大幸31

11 布施 圭一 (ULTC)

(chickin hearts)

(NTK)

16 白木 秋彦 (NTK) 37 坂    保 (ポニーTC)

15 福地 流輝 (岐阜基地) 36

14 梶川 義人 (ULTC)

(BREAK BACK)

18 石崎 康晴 (CANNON-BALL) 39 大村 英治 (BREAK BACK)

19 遠藤 浩貴 (NTK) 40 中島 恭崇

17 大野 貴史 (BREAK BACK) 38

20 岡松 威宏 (TA-NOBU) 41 加藤 雅美 (CANNON-BALL)

21 稲本 皓己 (NTK) 42 仙石  渉 (NTK)

B

(岐阜基地)

    F

A



A

B

  1R  2R  3R  4R  SF

19 尾関  宅 (各務原フレッシュTC) 38 加藤 克美

39 片野 民知哲 (各務原フレッシュTC)

17 安田 昌宏 36 河村 昌良 (chickin hearts)

18 小鹿 誠三 (各務原フレッシュTC) 37 岩田 啓弘 (ULTC)

15 平川 淳一 34 猿野 達郎

16 土本 和輝 (chickin hearts) 35 重松  敦 (MAMOクラブ)

13 向井 一成 (MKクラブ) 32 木村 浩之 (MKクラブ)

14 新井 伸拡 (BREAK BACK) 33 村尾 和俊 (chickin hearts)

11 山田 英樹 (ULTC) 30 芦田 恵一 (chickin hearts)

12 後藤 遼祐 31 土屋 俊幸 (ハローズS)

28 村田 典昭

10 山賀 一哉 (chickin hearts) 29 高橋  真 (chickin hearts)

26 本郷 智也

8 溜池 俊郎 27 永田  裕

24 若園 直紀 (各務原グリーンTC)

6 三島 拓己 (BREAK BACK) 25 小島 慎司 (WiM岐阜)

22 川合 好胤 (CANNON-BALL)

4 真嶋  康 (各務原フレッシュTC) 23 野口 到輝 (chickin hearts)

20 坂  隆裕 (BREAK BACK)

2 露木 孝典 21 高木 竜一 (テニスラウンジ)

- 5 -

B

A

    F

男子シングルス2部
  SF  4R  3R  2R  1R

1 一柳 昌志 (WiM岐阜)

3 日比  昌

5 若山 憲一 (各務原グリーンTC)

7 森光 信介 (MAMOクラブ)

9 西山 武志



女子シングルス 1部

A B

女子シングルス 2部

B

A

5 森光 華澄 (MAMOクラブ)

4 田中 江美子 (WiM岐阜)

3 松浦 圭子 (MAMOクラブ)

2 安藤 美奈子 (CANNON-BALL)

1 片山 直子 (NTK)

B

A

 F

- 6 -

  1R   2R  SF   SF  2R

    F

6

7

8

9

河合 恵美子

野村 奈美

B

A

3 中根 智子 (BREAK BACK)

2 佐野 利佳 (ビギナーズラック) 4 緒方 典子 (ULTC)

       1R        1R

1 加藤 明恵 (P.S.Pa)

加藤 順子

雑賀 美奈子

(WiM岐阜)

(CANNON-BALL)

(MAMOクラブ)

(WiM岐阜)



男子ダブルス 1部

園城 和志 小野木 敏仁
幸田 善博 横山 千晃

藤村  学 荒木 健太郎
岡河 広晃 布施 圭一

井出 航平 市川 孝司
柏原 公凜 松尾 吉峰

金成 昌志 山下 和広
名畑 僚太 一柳 昌志

中根 慎一郎 林  靖彦
鹿村 竜之 大村 英治

加藤 宏太 続石 真也
上野 雄太 A 小島 宏俊

富田 克義 B 遠藤 浩貴
緒方 研吾 今井 大志

大野 貴史 (BREAK BACK) 田上 智哉
久保田 賢人 (WiM岐阜) 福田 雅大

水谷 清孝 海野  大
小倉 啓嗣 山下 康孝

加藤 雅美 仙石  渉
石崎 康晴 紀藤 元希

深瀬 逸人 小塩 光久
野村 拓也 鵜飼 善文

馬渕 規嘉
岡野 晃希

  SF  3R  2R  1R

(ULTC)

(FORTE)

(岐阜基地)

(BREAK BACK)16

15

14

13

12

23

22 (P.S.Pa)

(BREAK BACK)

11 (NTK)

(NTK)

9 (P.S.Pa)

10 (CANNON-BALL) 21

20

8 19

18

(なかよしテニス)

(NTK)

(NTK)7 (ULTC)

6 (NTK) 17

1 (ポニーTC)

    F

  1R  2R  3R  SF

3 (岐阜基地)

2 (NTK)

5 (BREAK BACK)

4

- 7 -

B

A



  男子ダブルス 2部

平川 淳一 川合 好胤
桑田 祐輔 永田  裕

五島 昭人 野口 到輝
佐藤  茂 村尾 和俊

土屋 俊幸 若山 憲一
北田  徹 古澤 秀和

山田 英樹 加藤 克美
岩田 啓弘 関谷 光弘

小鹿 誠三 小島 勇士郎
片野 民知哲 木塚 達也

中村 寛治 稲田 忠行
高橋 賢一 樋口 論実彦

河村 昌良 A 青山 和智
芦田 恵一 吉益 史人

古橋 良太 小島 和則
渡辺 俊輔 B 山内  淳

高橋  真 小島 慎司
山賀 一哉 井上 裕文

向井 一成 片山 裕
木村 浩之 吉原 勇志

新角 賢一 加藤 康弘
北倉 真一 陰平 太郎

平田 正一 服部 真之
篠田 泰生 真嶋  康

松野 一朗
板津 直哉

高山 喜寛
室園  亮

26

(chickin hearts)

(CANNON-BALL)

(各務原フレッシュTC)

(CANNON-BALL)

(chickin hearts)

(各務原グリーンTC)

(ハローズS)

11 (なかよしテニス) 23

25

12 (なかよしテニス) 24

10 (MKクラブ) 22

(WiM岐阜)9 (chickin hearts) 21

8 (NTK) 20

(BREAK BACK)

(なかよしテニス)

7 (chickin hearts) 19

6 18 (NTK)

5 (各務原フレッシュTC) 17

4 (ULTC) 16

1 13

- 8 -

B

    F

3 (ハローズS) 15

2 (なかよしテニス) 14

  1R  2R  3R  SF

A

SF  3R  2R  1R



  

女子ダブルス 1部

高木 映子 多賀 広子
杉浦 淳子 鈴木 利恵

北原 みづほ 羅  房江
陰平 裕子 中月 りえこ

大野 博美 (ASSEMBLY) 正野 美香
佐野 利佳 (ビギナーズラック)

A
市川 千枝子

服部 紗千代 市古 裕子
中島 加南子

B
山木田 美枝

藤井 千代子 長尾 智子
大山 琴子 末永 しのぶ

坂田 康代 安藤 美奈子
安倍 真美 久野 彩子

    F

(ハローズS)

(ビギナーズラック)

(WiM岐阜)

(NTK)

(ULTC)5 (WiM岐阜) 11

4 (CANNON-BALL) 10

3 9

2 (CANNON-BALL) 8

1 (FORTE) 7

  1R  2R  SF   SF  2R  1R

A

- 9 -

B

6 (NTK) 12 (CANNON-BALL)



  

  1R  2R  SF

野口 政子 大竹 志歩
青野 厚子 加治佐 明里

奥村 圭子 近藤 智子
小島 可江 松井 美智代

安藤 洋子 奥村 真里
近藤 佳菜子 東倉 一代

坂井 仁美
A

田中 江美子 (WiM岐阜)
佐古 奈津美 西河 みどり (A's 3)

篠田 康子
B

北倉 みわ子
水谷 淳子 五島 みさ子

西尾 里奈 樋口 安代
大窪 久美子 鈴木 美穂

渡邊 めぐみ 片山 直子
服部 朋美 高木 えり子

(NTK)

 SF  2R  1R

7 (NTK) 14

(なかよしテニス)

6 (WiM岐阜) 13 (CANNON-BALL)

5 (なかよしテニス) 12

(ULTC)

4 (CANNON-BALL) 11

3 (CANNON-BALL) 10

(NTK)

2 (なかよしテニス) 9 (CANNON-BALL)

1 (CANNON-BALL) 8

- 10 -

女子ダブルス 2部

    F

A

B


