
平成３０年７月１６日（月）平成３０年７月１６日（月）平成３０年７月１６日（月）平成３０年７月１６日（月）

臼田総合運動公園テニスコート臼田総合運動公園テニスコート臼田総合運動公園テニスコート臼田総合運動公園テニスコート

主　　　　　　催主　　　　　　催主　　　　　　催主　　　　　　催 長野県テニス協会長野県テニス協会長野県テニス協会長野県テニス協会

共　　　　　　催共　　　　　　催共　　　　　　催共　　　　　　催 佐久市教育委員会佐久市教育委員会佐久市教育委員会佐久市教育委員会

主　　　　　　管主　　　　　　管主　　　　　　管主　　　　　　管 佐久テニス協会佐久テニス協会佐久テニス協会佐久テニス協会

大　会　会　長大　会　会　長大　会　会　長大　会　会　長 木 曽　茂木 曽　茂木 曽　茂木 曽　茂

レ  フ  ェ  リ  ーレ  フ  ェ  リ  ーレ  フ  ェ  リ  ーレ  フ  ェ  リ  ー 大 科　大　　大 科　大　　大 科　大　　大 科　大　　

ｱｼｽﾀﾝﾄﾚﾌｪﾘｰｱｼｽﾀﾝﾄﾚﾌｪﾘｰｱｼｽﾀﾝﾄﾚﾌｪﾘｰｱｼｽﾀﾝﾄﾚﾌｪﾘｰ 冨 田 幸 伸冨 田 幸 伸冨 田 幸 伸冨 田 幸 伸

競　技　委　員競　技　委　員競　技　委　員競　技　委　員 小 林  健 一　　小 林  健 一　　小 林  健 一　　小 林  健 一　　

１．試合方法は、１セットマッチ、６－６で１２ＰＴタイブレークとする。１．試合方法は、１セットマッチ、６－６で１２ＰＴタイブレークとする。１．試合方法は、１セットマッチ、６－６で１２ＰＴタイブレークとする。１．試合方法は、１セットマッチ、６－６で１２ＰＴタイブレークとする。

２．若い番号の選手は、試合ボールを取に来ること。２．若い番号の選手は、試合ボールを取に来ること。２．若い番号の選手は、試合ボールを取に来ること。２．若い番号の選手は、試合ボールを取に来ること。

３．審判はセルフジャッジとし、勝者は直ちに本部へ試合スコアを報告し、ボールを返却すること。３．審判はセルフジャッジとし、勝者は直ちに本部へ試合スコアを報告し、ボールを返却すること。３．審判はセルフジャッジとし、勝者は直ちに本部へ試合スコアを報告し、ボールを返却すること。３．審判はセルフジャッジとし、勝者は直ちに本部へ試合スコアを報告し、ボールを返却すること。

４．試合前の練習は、サービス４本とする。４．試合前の練習は、サービス４本とする。４．試合前の練習は、サービス４本とする。４．試合前の練習は、サービス４本とする。

５．服装は、テニスウェアであること。５．服装は、テニスウェアであること。５．服装は、テニスウェアであること。５．服装は、テニスウェアであること。

大　　会　　役　　員大　　会　　役　　員大　　会　　役　　員大　　会　　役　　員

大　会　諸　注　意大　会　諸　注　意大　会　諸　注　意大　会　諸　注　意

平成３０年　長野県 佐久テニス大会 ダブルス平成３０年　長野県 佐久テニス大会 ダブルス平成３０年　長野県 佐久テニス大会 ダブルス平成３０年　長野県 佐久テニス大会 ダブルス



平成３０年長野県佐久テニス大会ダブルス平成３０年長野県佐久テニス大会ダブルス平成３０年長野県佐久テニス大会ダブルス平成３０年長野県佐久テニス大会ダブルス グレード：　Ｅグレード：　Ｅグレード：　Ｅグレード：　Ｅ 会場：臼田総合運動公園テニスコート会場：臼田総合運動公園テニスコート会場：臼田総合運動公園テニスコート会場：臼田総合運動公園テニスコート

男子ダブルス（１３）男子ダブルス（１３）男子ダブルス（１３）男子ダブルス（１３）

ＡブロックＡブロックＡブロックＡブロック

ＢブロックＢブロックＢブロックＢブロック

ＣブロックＣブロックＣブロックＣブロック

岩田昌紘岩田昌紘岩田昌紘岩田昌紘
早川哲司早川哲司早川哲司早川哲司

後藤政宏後藤政宏後藤政宏後藤政宏
土屋貴光土屋貴光土屋貴光土屋貴光

7777
岩田昌紘岩田昌紘岩田昌紘岩田昌紘
早川哲司早川哲司早川哲司早川哲司

順位順位順位順位

11112-02-02-02-0

2-62-62-62-6

順位順位順位順位

1111

3333

2222

0-20-20-20-2

勝敗勝敗勝敗勝敗
岡田冬樹岡田冬樹岡田冬樹岡田冬樹
高橋芳高橋芳高橋芳高橋芳

勝敗勝敗勝敗勝敗

1-11-11-11-1

1-11-11-11-1

3333

2-02-02-02-0

0-20-20-20-2

6-26-26-26-29999
岡田冬樹岡田冬樹岡田冬樹岡田冬樹
高橋芳高橋芳高橋芳高橋芳

（佐久:駒場ＴＣ）（佐久:駒場ＴＣ）（佐久:駒場ＴＣ）（佐久:駒場ＴＣ）
（佐久:双信電機ＴＣ）（佐久:双信電機ＴＣ）（佐久:双信電機ＴＣ）（佐久:双信電機ＴＣ） 2-62-62-62-6

6-26-26-26-2

8888
後藤政宏後藤政宏後藤政宏後藤政宏
土屋貴光土屋貴光土屋貴光土屋貴光

2222

（長野市:エーデルＴＣ）（長野市:エーデルＴＣ）（長野市:エーデルＴＣ）（長野市:エーデルＴＣ）
（千曲:更埴ＬＴＣ）（千曲:更埴ＬＴＣ）（千曲:更埴ＬＴＣ）（千曲:更埴ＬＴＣ） 6-26-26-26-2

（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）
（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ） 2-62-62-62-6

伊藤健太伊藤健太伊藤健太伊藤健太
鶴田雄介鶴田雄介鶴田雄介鶴田雄介

大科大大科大大科大大科大
伊藤潤伊藤潤伊藤潤伊藤潤

小林照英小林照英小林照英小林照英
荒井拓馬荒井拓馬荒井拓馬荒井拓馬

1-61-61-61-6

6-26-26-26-2 6-16-16-16-1

6-16-16-16-1

大科大大科大大科大大科大
伊藤潤伊藤潤伊藤潤伊藤潤

（佐久:わあむほーるＴＣ）（佐久:わあむほーるＴＣ）（佐久:わあむほーるＴＣ）（佐久:わあむほーるＴＣ）
（佐久:双信電機ＴＣ）（佐久:双信電機ＴＣ）（佐久:双信電機ＴＣ）（佐久:双信電機ＴＣ） 2-62-62-62-6

②4②4②4②4
伊藤健太伊藤健太伊藤健太伊藤健太
鶴田雄介鶴田雄介鶴田雄介鶴田雄介

（上田:ロビングバードＴＣ）（上田:ロビングバードＴＣ）（上田:ロビングバードＴＣ）（上田:ロビングバードＴＣ）
（塩尻:セイコーエプソン）（塩尻:セイコーエプソン）（塩尻:セイコーエプソン）（塩尻:セイコーエプソン）

①１①１①１①１
押金 浩押金 浩押金 浩押金 浩
奈良本憲泰奈良本憲泰奈良本憲泰奈良本憲泰

（上田:ロビングバードＴＣ）（上田:ロビングバードＴＣ）（上田:ロビングバードＴＣ）（上田:ロビングバードＴＣ）
（長野市:県庁高嶺Ｃ）（長野市:県庁高嶺Ｃ）（長野市:県庁高嶺Ｃ）（長野市:県庁高嶺Ｃ） 6-36-36-36-3

6666
小林照英小林照英小林照英小林照英
荒井拓馬荒井拓馬荒井拓馬荒井拓馬

（軽井沢:池の前ＴＣ）（軽井沢:池の前ＴＣ）（軽井沢:池の前ＴＣ）（軽井沢:池の前ＴＣ）
（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ） 1-61-61-61-6

5555

1-11-11-11-1

押金 浩押金 浩押金 浩押金 浩
奈良本憲泰奈良本憲泰奈良本憲泰奈良本憲泰

冨田幸伸冨田幸伸冨田幸伸冨田幸伸
塚原大樹塚原大樹塚原大樹塚原大樹

藤巻優弥藤巻優弥藤巻優弥藤巻優弥
古越智哉古越智哉古越智哉古越智哉

勝敗勝敗勝敗勝敗 順位順位順位順位

3333

6-46-46-46-4 2-02-02-02-0 1111

2222
冨田幸伸冨田幸伸冨田幸伸冨田幸伸
塚原大樹塚原大樹塚原大樹塚原大樹

（佐久:Ｆ・ＣＲＥＷ）（佐久:Ｆ・ＣＲＥＷ）（佐久:Ｆ・ＣＲＥＷ）（佐久:Ｆ・ＣＲＥＷ）
（佐久:わあむほーるＴＣ）（佐久:わあむほーるＴＣ）（佐久:わあむほーるＴＣ）（佐久:わあむほーるＴＣ） 3-63-63-63-6 6-36-36-36-3 2222

3333
藤巻優弥藤巻優弥藤巻優弥藤巻優弥
古越智哉古越智哉古越智哉古越智哉

（佐久:メリーＴＣ）（佐久:メリーＴＣ）（佐久:メリーＴＣ）（佐久:メリーＴＣ）
（佐久:メリーＴＣ）（佐久:メリーＴＣ）（佐久:メリーＴＣ）（佐久:メリーＴＣ） 4-64-64-64-6 3-63-63-63-6 0-20-20-20-2



平成３０年長野県佐久テニス大会ダブルス平成３０年長野県佐久テニス大会ダブルス平成３０年長野県佐久テニス大会ダブルス平成３０年長野県佐久テニス大会ダブルス グレード：　Ｅグレード：　Ｅグレード：　Ｅグレード：　Ｅ 会場：臼田総合運動公園テニスコート会場：臼田総合運動公園テニスコート会場：臼田総合運動公園テニスコート会場：臼田総合運動公園テニスコート

男子ダブルス（１３）男子ダブルス（１３）男子ダブルス（１３）男子ダブルス（１３）

ＤブロックＤブロックＤブロックＤブロック

  ( 2018年6月7日発表のランキングにより作成 )  ( 2018年6月7日発表のランキングにより作成 )  ( 2018年6月7日発表のランキングにより作成 )  ( 2018年6月7日発表のランキングにより作成 )

【男子１位トーナメント】【男子１位トーナメント】【男子１位トーナメント】【男子１位トーナメント】
7777－－－－5555

6－36－36－36－3

6－36－36－36－3

【男子２位トーナメント】【男子２位トーナメント】【男子２位トーナメント】【男子２位トーナメント】
6666－－－－2222

6－46－46－46－4

6－46－46－46－4

【男子３位トーナメント】【男子３位トーナメント】【男子３位トーナメント】【男子３位トーナメント】
6－36－36－36－3

6－46－46－46－4
6-36-36-36-3

7-6(5)7-6(5)7-6(5)7-6(5)
酒井威綱酒井威綱酒井威綱酒井威綱
酒井信一酒井信一酒井信一酒井信一

（高校：長野南）（高校：長野南）（高校：長野南）（高校：長野南）
（長野市:長野県庁高嶺倶楽部）（長野市:長野県庁高嶺倶楽部）（長野市:長野県庁高嶺倶楽部）（長野市:長野県庁高嶺倶楽部）

小林照英小林照英小林照英小林照英
荒井拓馬荒井拓馬荒井拓馬荒井拓馬

（軽井沢:池の前ＴＣ）（軽井沢:池の前ＴＣ）（軽井沢:池の前ＴＣ）（軽井沢:池の前ＴＣ）
（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）

藤巻優弥藤巻優弥藤巻優弥藤巻優弥
古越智哉古越智哉古越智哉古越智哉

（佐久:メリーＴＣ）（佐久:メリーＴＣ）（佐久:メリーＴＣ）（佐久:メリーＴＣ）
（佐久:メリーＴＣ）（佐久:メリーＴＣ）（佐久:メリーＴＣ）（佐久:メリーＴＣ）

後藤政宏後藤政宏後藤政宏後藤政宏
土屋貴光土屋貴光土屋貴光土屋貴光
百瀬勇馬百瀬勇馬百瀬勇馬百瀬勇馬
中澤和貴中澤和貴中澤和貴中澤和貴

（松本:富士電機ＴＣ）（松本:富士電機ＴＣ）（松本:富士電機ＴＣ）（松本:富士電機ＴＣ）
（松本:ＭＴＡ）（松本:ＭＴＡ）（松本:ＭＴＡ）（松本:ＭＴＡ）

（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）
（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）

（上田:ロビングバードＴＣ）（上田:ロビングバードＴＣ）（上田:ロビングバードＴＣ）（上田:ロビングバードＴＣ）
（塩尻:セイコーエプソン）（塩尻:セイコーエプソン）（塩尻:セイコーエプソン）（塩尻:セイコーエプソン）

0-30-30-30-3 4444

（長野市:エーデルＴＣ）（長野市:エーデルＴＣ）（長野市:エーデルＴＣ）（長野市:エーデルＴＣ）
（千曲:更埴ＬＴＣ）（千曲:更埴ＬＴＣ）（千曲:更埴ＬＴＣ）（千曲:更埴ＬＴＣ）

3-63-63-63-6

（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）
（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）

11111111
（岡谷市:エコーＴＣ）（岡谷市:エコーＴＣ）（岡谷市:エコーＴＣ）（岡谷市:エコーＴＣ）
（佐久:カジヤＴＣ）（佐久:カジヤＴＣ）（佐久:カジヤＴＣ）（佐久:カジヤＴＣ）

3333

（岡谷市:エコーＴＣ）（岡谷市:エコーＴＣ）（岡谷市:エコーＴＣ）（岡谷市:エコーＴＣ）
（佐久:カジヤＴＣ）（佐久:カジヤＴＣ）（佐久:カジヤＴＣ）（佐久:カジヤＴＣ）

3-63-63-63-6 1-61-61-61-6

今井晃徳今井晃徳今井晃徳今井晃徳
依田哲郎依田哲郎依田哲郎依田哲郎

10101010

百瀬勇馬百瀬勇馬百瀬勇馬百瀬勇馬
中澤和貴中澤和貴中澤和貴中澤和貴

6-26-26-26-2

6-36-36-36-3

6-36-36-36-3

細川晃細川晃細川晃細川晃
有吉大有吉大有吉大有吉大

2-62-62-62-6 3-63-63-63-6

12121212

今井晃徳今井晃徳今井晃徳今井晃徳
依田哲郎依田哲郎依田哲郎依田哲郎

酒井威綱酒井威綱酒井威綱酒井威綱
酒井信一酒井信一酒井信一酒井信一

（高校：長野南）（高校：長野南）（高校：長野南）（高校：長野南）
（長野市:長野県庁高嶺倶楽部）（長野市:長野県庁高嶺倶楽部）（長野市:長野県庁高嶺倶楽部）（長野市:長野県庁高嶺倶楽部）

1111

6-36-36-36-3

細川晃細川晃細川晃細川晃
有吉大有吉大有吉大有吉大

6-16-16-16-1

2-62-62-62-6

順位順位順位順位

2-12-12-12-1 2222

酒井威綱酒井威綱酒井威綱酒井威綱
酒井信一酒井信一酒井信一酒井信一

6-26-26-26-2

（上田:ロビングバードＴＣ）（上田:ロビングバードＴＣ）（上田:ロビングバードＴＣ）（上田:ロビングバードＴＣ）
（長野市:県庁高嶺Ｃ）（長野市:県庁高嶺Ｃ）（長野市:県庁高嶺Ｃ）（長野市:県庁高嶺Ｃ）

1-21-21-21-2

勝敗勝敗勝敗勝敗

3-03-03-03-0

13131313
百瀬勇馬百瀬勇馬百瀬勇馬百瀬勇馬
中澤和貴中澤和貴中澤和貴中澤和貴

（松本:富士電機ＴＣ）（松本:富士電機ＴＣ）（松本:富士電機ＴＣ）（松本:富士電機ＴＣ）
（松本:ＭＴＡ）（松本:ＭＴＡ）（松本:ＭＴＡ）（松本:ＭＴＡ）

細川晃細川晃細川晃細川晃
有吉大有吉大有吉大有吉大

（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）
（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）

押金 浩押金 浩押金 浩押金 浩
奈良本憲奈良本憲奈良本憲奈良本憲
岩田昌紘岩田昌紘岩田昌紘岩田昌紘
早川哲司早川哲司早川哲司早川哲司
今井晃徳今井晃徳今井晃徳今井晃徳
依田哲郎依田哲郎依田哲郎依田哲郎

冨田幸伸冨田幸伸冨田幸伸冨田幸伸
塚原大樹塚原大樹塚原大樹塚原大樹

（佐久:Ｆ・ＣＲＥＷ）（佐久:Ｆ・ＣＲＥＷ）（佐久:Ｆ・ＣＲＥＷ）（佐久:Ｆ・ＣＲＥＷ）
（佐久:わあむほーるＴＣ）（佐久:わあむほーるＴＣ）（佐久:わあむほーるＴＣ）（佐久:わあむほーるＴＣ）

岡田冬樹岡田冬樹岡田冬樹岡田冬樹
高橋芳高橋芳高橋芳高橋芳

（佐久:駒場ＴＣ）（佐久:駒場ＴＣ）（佐久:駒場ＴＣ）（佐久:駒場ＴＣ）
（佐久:双信電機ＴＣ）（佐久:双信電機ＴＣ）（佐久:双信電機ＴＣ）（佐久:双信電機ＴＣ）

伊藤健太伊藤健太伊藤健太伊藤健太
鶴田雄介鶴田雄介鶴田雄介鶴田雄介



大科大大科大大科大大科大
伊藤潤伊藤潤伊藤潤伊藤潤

（佐久:わあむほーるＴＣ）（佐久:わあむほーるＴＣ）（佐久:わあむほーるＴＣ）（佐久:わあむほーるＴＣ）
（佐久:双信電機ＴＣ）（佐久:双信電機ＴＣ）（佐久:双信電機ＴＣ）（佐久:双信電機ＴＣ）



平成３０年　長野県佐久テニス大会ダブルス平成３０年　長野県佐久テニス大会ダブルス平成３０年　長野県佐久テニス大会ダブルス平成３０年　長野県佐久テニス大会ダブルス グレード：　Ｄグレード：　Ｄグレード：　Ｄグレード：　Ｄ 会場：臼田総合運動公園テニスコート会場：臼田総合運動公園テニスコート会場：臼田総合運動公園テニスコート会場：臼田総合運動公園テニスコート

５５歳男子ダブルス（6）５５歳男子ダブルス（6）５５歳男子ダブルス（6）５５歳男子ダブルス（6）

ＡブロックＡブロックＡブロックＡブロック

ＢブロックＢブロックＢブロックＢブロック

  ( 2018年6月7日発表のランキングにより作成 )  ( 2018年6月7日発表のランキングにより作成 )  ( 2018年6月7日発表のランキングにより作成 )  ( 2018年6月7日発表のランキングにより作成 )
【決勝】【決勝】【決勝】【決勝】

2-62-62-62-6

【３･４位】【３･４位】【３･４位】【３･４位】

6-26-26-26-2

【５･６位】【５･６位】【５･６位】【５･６位】

吉沢和寿吉沢和寿吉沢和寿吉沢和寿
内田春生内田春生内田春生内田春生

片倉和夫片倉和夫片倉和夫片倉和夫
今井 勲今井 勲今井 勲今井 勲

中島東中島東中島東中島東
駒村博之駒村博之駒村博之駒村博之

大渕功大渕功大渕功大渕功
小林健一小林健一小林健一小林健一

箕輪隆箕輪隆箕輪隆箕輪隆
堀内拓堀内拓堀内拓堀内拓

吉沢和寿吉沢和寿吉沢和寿吉沢和寿
内田春生内田春生内田春生内田春生

3-63-63-63-6

1-61-61-61-6

中島東中島東中島東中島東
駒村博之駒村博之駒村博之駒村博之

勝敗勝敗勝敗勝敗 順位順位順位順位

①１①１①１①１
箕輪隆箕輪隆箕輪隆箕輪隆
堀内拓堀内拓堀内拓堀内拓

（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）
（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ） Ｗ・ＯＷ・ＯＷ・ＯＷ・Ｏ Ｗ・ＯＷ・ＯＷ・ＯＷ・Ｏ

2222
吉沢和寿吉沢和寿吉沢和寿吉沢和寿
内田春生内田春生内田春生内田春生

（長野市:ｔｅａｍ　ＨＥＲＯ）（長野市:ｔｅａｍ　ＨＥＲＯ）（長野市:ｔｅａｍ　ＨＥＲＯ）（長野市:ｔｅａｍ　ＨＥＲＯ）
（長野市:ｔｅａｍ　ＨＥＲＯ）（長野市:ｔｅａｍ　ＨＥＲＯ）（長野市:ｔｅａｍ　ＨＥＲＯ）（長野市:ｔｅａｍ　ＨＥＲＯ） Ｗ・ＯＷ・ＯＷ・ＯＷ・Ｏ 6-36-36-36-3 1-01-01-01-0 1111

2222

大渕功大渕功大渕功大渕功
小林健一小林健一小林健一小林健一

片倉和夫片倉和夫片倉和夫片倉和夫
今井 勲今井 勲今井 勲今井 勲

小田川昇小田川昇小田川昇小田川昇
尾和三義尾和三義尾和三義尾和三義

勝敗勝敗勝敗勝敗 順位順位順位順位

Ｗ・ＯＷ・ＯＷ・ＯＷ・Ｏ

4444
大渕功大渕功大渕功大渕功
小林健一小林健一小林健一小林健一

（佐久:駒場ＴＣ）（佐久:駒場ＴＣ）（佐久:駒場ＴＣ）（佐久:駒場ＴＣ）
（佐久:佐久ＴＣ）（佐久:佐久ＴＣ）（佐久:佐久ＴＣ）（佐久:佐久ＴＣ）

0-10-10-10-13333
中島東中島東中島東中島東
駒村博之駒村博之駒村博之駒村博之

（佐久:コスモスＴＣ）（佐久:コスモスＴＣ）（佐久:コスモスＴＣ）（佐久:コスモスＴＣ）
（佐久:コスモスＴＣ）（佐久:コスモスＴＣ）（佐久:コスモスＴＣ）（佐久:コスモスＴＣ）

Ｗ・ＯＷ・ＯＷ・ＯＷ・Ｏ 0-10-10-10-1 2222

5555
片倉和夫片倉和夫片倉和夫片倉和夫
今井 勲今井 勲今井 勲今井 勲

（岡谷市:ユニバースＴＣ）（岡谷市:ユニバースＴＣ）（岡谷市:ユニバースＴＣ）（岡谷市:ユニバースＴＣ）
（岡谷市:諏訪湖ＴＣ）（岡谷市:諏訪湖ＴＣ）（岡谷市:諏訪湖ＴＣ）（岡谷市:諏訪湖ＴＣ） 6-16-16-16-1 Ｗ・ＯＷ・ＯＷ・ＯＷ・Ｏ 1-01-01-01-0 1111

6666
小田川昇小田川昇小田川昇小田川昇
尾和三義尾和三義尾和三義尾和三義

（佐久:わあむほーるＴＣ）（佐久:わあむほーるＴＣ）（佐久:わあむほーるＴＣ）（佐久:わあむほーるＴＣ）
（佐久:メリーＴＣ）（佐久:メリーＴＣ）（佐久:メリーＴＣ）（佐久:メリーＴＣ） Ｗ・ＯＷ・ＯＷ・ＯＷ・Ｏ Ｗ・ＯＷ・ＯＷ・ＯＷ・Ｏ



平成３０年長野県佐久テニス大会ダブルス平成３０年長野県佐久テニス大会ダブルス平成３０年長野県佐久テニス大会ダブルス平成３０年長野県佐久テニス大会ダブルス グレード：　Ｅグレード：　Ｅグレード：　Ｅグレード：　Ｅ 会場：臼田総合運動公園テニスコート会場：臼田総合運動公園テニスコート会場：臼田総合運動公園テニスコート会場：臼田総合運動公園テニスコート

一般ミックスダブルス（４）一般ミックスダブルス（４）一般ミックスダブルス（４）一般ミックスダブルス（４）

※一般ミックス受付時間：１０：００※一般ミックス受付時間：１０：００※一般ミックス受付時間：１０：００※一般ミックス受付時間：１０：００   ( 2018年6月7日発表のランキングにより作成 )  ( 2018年6月7日発表のランキングにより作成 )  ( 2018年6月7日発表のランキングにより作成 )  ( 2018年6月7日発表のランキングにより作成 )

2222

4444
冨田幸伸冨田幸伸冨田幸伸冨田幸伸
川口夏子川口夏子川口夏子川口夏子

（佐久:Ｆ・ＣＲＥＷ）（佐久:Ｆ・ＣＲＥＷ）（佐久:Ｆ・ＣＲＥＷ）（佐久:Ｆ・ＣＲＥＷ）
（佐久:わあむほーるＴＣ）（佐久:わあむほーるＴＣ）（佐久:わあむほーるＴＣ）（佐久:わあむほーるＴＣ） 1-61-61-61-6 6-26-26-26-2 5-75-75-75-7 1-21-21-21-2 3333

0-30-30-30-3 4444

3333
河西崇吉河西崇吉河西崇吉河西崇吉
片倉美和片倉美和片倉美和片倉美和

（岡谷市:エコーＴＣ）（岡谷市:エコーＴＣ）（岡谷市:エコーＴＣ）（岡谷市:エコーＴＣ）
（岡谷市:エコーＴＣ）（岡谷市:エコーＴＣ）（岡谷市:エコーＴＣ）（岡谷市:エコーＴＣ） 6(4)-76(4)-76(4)-76(4)-7 6-36-36-36-3 7-57-57-57-5 2-12-12-12-1

6-16-16-16-1 3-03-03-03-0 1111

2222
岡田冬樹岡田冬樹岡田冬樹岡田冬樹
安原清香安原清香安原清香安原清香

（佐久:駒場ＴＣ）（佐久:駒場ＴＣ）（佐久:駒場ＴＣ）（佐久:駒場ＴＣ）
（佐久:駒場ＴＣ）（佐久:駒場ＴＣ）（佐久:駒場ＴＣ）（佐久:駒場ＴＣ） 1-61-61-61-6 3-63-63-63-6 2-62-62-62-6

河西崇吉河西崇吉河西崇吉河西崇吉
片倉美和片倉美和片倉美和片倉美和

冨田幸伸冨田幸伸冨田幸伸冨田幸伸
川口夏子川口夏子川口夏子川口夏子

勝敗勝敗勝敗勝敗 順位順位順位順位

①1①1①1①1
今井晃徳今井晃徳今井晃徳今井晃徳
平川 彩平川 彩平川 彩平川 彩

（岡谷市:エコーＴＣ）（岡谷市:エコーＴＣ）（岡谷市:エコーＴＣ）（岡谷市:エコーＴＣ）
（岡谷市:ユニバースＴＣ）（岡谷市:ユニバースＴＣ）（岡谷市:ユニバースＴＣ）（岡谷市:ユニバースＴＣ） 6-16-16-16-1 7-6(4)7-6(4)7-6(4)7-6(4)

今井晃徳今井晃徳今井晃徳今井晃徳
平川 彩平川 彩平川 彩平川 彩

岡田冬樹岡田冬樹岡田冬樹岡田冬樹
安原清香安原清香安原清香安原清香



男子ダブルス 大会グレード：Ｅ
番号シード順位ランキング 登録番号 氏名 加盟団体 所属団体

1 1 12 MULR0300 押金 浩 上田テニス協会 ロビングバードＴＣ
24 MNKT0282 奈良本憲泰 長野市テニス協会 県庁高嶺Ｃ

2 2 7 MULR0351 伊藤健太 上田テニス協会 ロビングバードＴＣ
31 MJIH0140 鶴田雄介 塩尻テニス協会 セイコーエプソン

3 3 44 MNER0300 岩田昌紘 長野市テニス協会 エーデルＴＣ
23 MKOR0290 早川哲司 千曲テニス協会 更埴ＬＴＣ

4 4 72 MSAG0010 細川晃 佐久テニス協会 ＡＧＨ
72 MSAG0060 有吉大 佐久テニス協会 ＡＧＨ

5 5 29 MSFC0040 冨田幸伸 佐久テニス協会 Ｆ・ＣＲＥＷ
1000 MSWH0240 塚原大樹 佐久テニス協会 わあむほーるＴＣ

6 6 57 MSAG0210 後藤政宏 佐久テニス協会 ＡＧＨ
1000 MSAG0050 土屋貴光 佐久テニス協会 ＡＧＨ

7 7 1000 MKAI0150 小林照英 軽井沢テニス協会 池の前ＴＣ
1000 MSAG0190 荒井拓馬 佐久テニス協会 ＡＧＨ

8 7 1000 MSME0040 藤巻優弥 佐久テニス協会 メリーＴＣ
1000 MSME0030 古越智哉 佐久テニス協会 メリーＴＣ

9 7 1000 MOEH0180 今井晃徳 岡谷市テニス協会 エコーＴＣ
1000 MSKG0110 依田哲郎 佐久テニス協会 カジヤＴＣ

10 7 1000 MMFU0101 百瀬勇馬 松本テニス協会 富士電機ＴＣ
1000 MMAA0130 中澤和貴 松本テニス協会 ＭＴＡ

11 7 1000 MYBN0010 酒井威綱 高校 長野南
1000 申請中 酒井信一 長野市テニス協会 長野県庁高嶺倶楽部

12 7 1000 MSWH0020 大科大 佐久テニス協会 わあむほーるＴＣ
1000 MSSI0060 伊藤潤 佐久テニス協会 双信電機ＴＣ

13 7 1000 MSKM0290 岡田冬樹 佐久テニス協会 駒場ＴＣ
1000 MSSI0050 高橋芳 佐久テニス協会 双信電機ＴＣ

５５男子ダブルス 大会グレード：Ｄ
番号シード順位ランキング 登録番号 氏名 加盟団体 所属団体

1 1 7 MSAG0020 箕輪隆 佐久テニス協会 ＡＧＨ
7 MSAG0180 堀内拓 佐久テニス協会 ＡＧＨ

2 2 11 MSKM0240 大渕功 佐久テニス協会 駒場ＴＣ
11 MSST0020 小林健一 佐久テニス協会 佐久ＴＣ

3 3 17 MNHR0060 吉沢和寿 長野市テニス協会 ｔｅａｍ　ＨＥＲＯ
17 MNHR0150 内田春生 長野市テニス協会 ｔｅａｍ　ＨＥＲＯ

4 3 17 MOUT0131 片倉和夫 岡谷市テニス協会 ユニバースＴＣ
17 MOSK0110 今井 勲 岡谷市テニス協会 諏訪湖ＴＣ

5 5 1000 MSCM0040 中島東 佐久テニス協会 コスモスＴＣ
17 MSCM0030 駒村博之 佐久テニス協会 コスモスＴＣ

6 6 1000 MSWH0010 小田川昇 佐久テニス協会 わあむほーるＴＣ
1000 MSME0100 尾和三義 佐久テニス協会 メリーＴＣ

一般Mixダブルス 大会グレード：Ｅ
番号シード順位ランキング 登録番号 氏名 加盟団体 所属団体

1 1 4 MOEH0180 今井晃徳 岡谷市テニス協会 エコーＴＣ
3 FOUT0131 平川 彩 岡谷市テニス協会 ユニバースＴＣ

2 2 20 MOEH0170 河西崇吉 岡谷市テニス協会 エコーＴＣ
20 FOEH0054 片倉美和 岡谷市テニス協会 エコーＴＣ

3 3 1000 MSFC0040 冨田幸伸 佐久テニス協会 Ｆ・ＣＲＥＷ
1000 FSWH0240 川口夏子 佐久テニス協会 わあむほーるＴＣ

4 3 1000 MSKM0290 岡田冬樹 佐久テニス協会 駒場ＴＣ
1000 FSKM0020 安原清香 佐久テニス協会 駒場ＴＣ

平成30年長野県テニス佐久大会ダブルス  シーディングリスト

  ( 2018年6月7日発表のランキングにより作成 )

  ( 2018年6月7日発表のランキングにより作成 )

  ( 2018年6月7日発表のランキングにより作成 )
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