
参加85名　　甲子園42名　　名古屋43名　　

No 氏名 No 氏名 No 氏名 No 氏名

1 吉岡　伸敏 1 中林　友恵 1 生田　操 1 天野　周子

2 赤松三郎 2 永栄　順子 2 和泉　治義 2 稲本　カオル

3 高橋 実 3 大本 千恵子 3 伊藤　文隆 3 大橋　和美

4 北条　博彦 4 民野　久美子 4 今西　倖彦 4 加藤　啓子

5 柴田　英夫 5 前田　洋子 5 大橋　勇治 5 加藤　みつこ

6 奥野　憲治 6 飯田 貴子 6 大矢　充治 6 川口　恵子

7 清原　宗人 7 竹内桂子 7 草川　理 7 鬼頭　恵子

8 渡部　彰 8 酒井　真由美 8 佐藤　明夫 8 窪寺　百合子

9 前田　俊樹 9 松山 ふみ 9 杉本　学 9 河野　久美子

10 善野　泰行 10 田中　富美子 10 鈴木　勲 10 櫻井　裕子

11 井上　和男 11 入江  千緒 11 鈴村　隆行 11 佐藤　ちはる

12 松中 一郎 12 阿部  通子 12 高谷　繁雄 12 佐藤　朋子

13 民野 哲男 13 安部　知恵子 13 立松　康則 13 杉本　美千代

14 田中　宏 14 谷口　玲子 14 田部　和彦 14 竹内　かづゑ

15 遠藤　利浩 15 恒川　勇 15 立松　美津枝

16 樋口　雄幸 16 出川　秀夫 16 矢野　恭子

17 阪本　清弘 17 中島　健智

18 安達　剛 18 長瀬　尚久

19 西脇　武司 19 中田　朝之

20 谷口 政隆 20 中村　聡

21 奥野　直樹 21 仲谷　哲郎

22 酒井　武博 22 福山　達

23 井戸川　健児 23 本田　寛和

24 入江　学 24 松島　巖

25 松井　弦一 25 村上　実

26 谷中　一夫 26 安江　和夫

27 中村　岳司 27 脇田　芳徳

28 山本　貴昭

男子 27名 女子　16名男子　　　28名 女子　　14名

甲子園テニスクラブ親善（於：名古屋）

平成29年9月24日

甲子園クラブ 名古屋クラブ



　　参加85名　　甲子園42名　　名古屋43名　　

１回戦

ベテラン対抗戦　（　５試合　） ＊　 重複出場

№ 試合結果

1 中島　健智 出川　秀夫 56 吉岡　 伸敏 奥野　 憲治

2 今西　倖彦 安江　和夫 26 赤松　 三郎 清原　 宗人

3 立松　康則 *中島　健智 56 高橋 実 渡部　 彰

4 松島　巖 恒川　勇 63 北条　 博彦 前田　 俊樹

5 和泉　治義 生田　操 64 柴田　 英夫 善野　 泰行

2-3

男子対抗戦　（　１０試合　）

№ 試合結果

1 本田　寛和 草川　理 63 井上　 和男 谷口 政隆

2 村上　実 中村　聡 60 松中 一郎 奥野　 直樹

3 鈴村　隆行 田部　和彦 56 民野 哲男 酒井　 武博

4 中田　朝之 長瀬　尚久 62 田中　 宏 井戸川　 健児

5 脇田　芳徳 高谷　繁雄 65 遠藤　 利浩 入江　 学

6 佐藤　明夫 鈴木　勲 36 樋口　 雄幸 松井　 弦一

7 *本田　寛和 *村上　実 61 ＊井上　 和男 ＊松中 一郎

8 伊藤　文隆 大矢　充治 16 阪本　 清弘 谷中　 一夫

9 仲谷　哲郎 杉本　学 26 安達　 剛 中村　 岳司

10 福山　達 大橋　勇治 61 西脇　 武司 山本　 貴昭

6-4

女子対抗戦　（　９試合　）

№ 試合結果

1 稲本　カオル 矢野　恭子 36 中林　 友恵 酒井　 真由美

2 佐藤　朋子 川口　恵子 65 永栄　 順子 松山 ふみ

3 加藤　啓子 河野　久美子 16 大本 千恵子 田中　 富美子

4 鬼頭　恵子 大橋　和美 36 民野　 久美子 入江  千緒

5 竹内　かづゑ 櫻井　裕子 63 前田　 洋子 阿部  通子

6 佐藤　ちはる 立松　美津枝 56 飯田 貴子 安部　 知恵子

7 天野　周子 窪寺　百合子 60 竹内　 桂子 谷口　 玲子

8 加藤　みつこ 杉本　美千代 62 *民野　 久美子 *飯田 貴子

9 *佐藤　ちはる *大橋　和美 62 *阿部  通子 *安部　 知恵子

5-4

ＴＯＴＡＬ 13-11

甲子園テニスクラブ親善（於：名古屋）　　対抗戦
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２回戦

ベテラン対抗戦　（　５試合　）

№ 試合結果

1 中島　健智 恒川　勇 46 高橋 実 赤松　 三郎

2 立松　康則 今西　倖彦 64 柴田　 英夫 吉岡　 伸敏

3 安江　和夫 松島　巖 61 奥野　 憲治 善野　 泰行

4 和泉　治義 *松島　巖 26 前田　 俊樹 清原　 宗人

5 出川　秀夫 生田　操 36 渡部　 彰 北条　 博彦

2-3

男子対抗戦　（　１０試合　） ＊　 重複出場

№ 試合結果

1 本田　寛和 鈴村　隆行 62 入江　 学 奥野　 直樹

2 村上　実 田部　和彦 56 酒井　 武博 谷口 政隆

3 草川　理 中田　朝之 65 民野 哲男 遠藤　 利浩

4 高谷　繁雄 長瀬　尚久 46 井上　 和男 *奥野　 直樹

5 中村　聡 脇田　芳徳 26 松中 一郎 樋口　 雄幸

6 佐藤　明夫 福山　達 56 *酒井　 武博 田中　 宏

7 鈴木　勲 杉本　学 64 安達　 剛 井戸川　 健児

8 大矢　充治 大橋　勇治 26 阪本　 清弘 中村　 岳司

9 仲谷　哲郎 伊藤　文隆 06 松井　 弦一 山本　 貴昭

10 *佐藤　明夫 *大橋　勇治 62 谷中　 一夫 西脇　 武司

4-6

女子対抗戦　（　９試合　）

№ 試合結果

1 矢野　恭子 佐藤　朋子 46 田中　 富美子 松山 ふみ

2 櫻井　裕子 大橋　和美 63 大本 千恵子 民野　 久美子

3 稲本　カオル 鬼頭　恵子 16 飯田 貴子 酒井　 真由美

4 加藤　啓子 窪寺　百合子 46 永栄　 順子 阿部  通子

5 佐藤　ちはる 竹内　かづゑ 16 *酒井　 真由美 谷口　 玲子

6 立松　美津枝 杉本　美千代 06 *田中　 富美子 入江  千緒

7 *立松　美津枝天野　周子 26 *松山 ふみ *永栄　 順子

8 加藤　みつこ 川口　恵子 64 中林　 友恵 前田　 洋子

9 *竹内　かづゑ*鬼頭　恵子 65 *入江  千緒 安部　 知恵子

3-6
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