
令和元年７月１5日（月）令和元年７月１5日（月）令和元年７月１5日（月）令和元年７月１5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 冨 田　幸 伸冨 田　幸 伸冨 田　幸 伸冨 田　幸 伸

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 岡 田　冬 樹岡 田　冬 樹岡 田　冬 樹岡 田　冬 樹

競　技　委　員競　技　委　員競　技　委　員競　技　委　員 高 橋　芳　　小 田 川  昇　　尾 和　三 義高 橋　芳　　小 田 川  昇　　尾 和　三 義高 橋　芳　　小 田 川  昇　　尾 和　三 義高 橋　芳　　小 田 川  昇　　尾 和　三 義

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。

　　55男子は、ノーアドバンテージ方式１セットマッチ、６－６で１２ＰＴタイブレークとする。　　55男子は、ノーアドバンテージ方式１セットマッチ、６－６で１２ＰＴタイブレークとする。　　55男子は、ノーアドバンテージ方式１セットマッチ、６－６で１２ＰＴタイブレークとする。　　55男子は、ノーアドバンテージ方式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

第23回長野県 佐久テニス大会 ダブルス第23回長野県 佐久テニス大会 ダブルス第23回長野県 佐久テニス大会 ダブルス第23回長野県 佐久テニス大会 ダブルス



第23回長野県佐久テニス大会ダブルス 男子ダブルス（12）  大会グレード：Ｅ第23回長野県佐久テニス大会ダブルス 男子ダブルス（12）  大会グレード：Ｅ第23回長野県佐久テニス大会ダブルス 男子ダブルス（12）  大会グレード：Ｅ第23回長野県佐久テニス大会ダブルス 男子ダブルス（12）  大会グレード：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

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
順位順位順位順位

1111

2222

2-02-02-02-0

1-11-11-11-1

7777
太田　一樹太田　一樹太田　一樹太田　一樹
中込　未来中込　未来中込　未来中込　未来

16161616

（駒ヶ：うめぐみ）（駒ヶ：うめぐみ）（駒ヶ：うめぐみ）（駒ヶ：うめぐみ）
（佐久：わあむほーるテニスクラブ）（佐久：わあむほーるテニスクラブ）（佐久：わあむほーるテニスクラブ）（佐久：わあむほーるテニスクラブ） 61616161

岡田　冬樹岡田　冬樹岡田　冬樹岡田　冬樹
岡田　健岡田　健岡田　健岡田　健

百瀬　勇馬百瀬　勇馬百瀬　勇馬百瀬　勇馬
遠藤　誠治遠藤　誠治遠藤　誠治遠藤　誠治

60606060

順位順位順位順位

（松本：富士電機テニスクラブ）（松本：富士電機テニスクラブ）（松本：富士電機テニスクラブ）（松本：富士電機テニスクラブ）
（松本：富士電機テニスクラブ）（松本：富士電機テニスクラブ）（松本：富士電機テニスクラブ）（松本：富士電機テニスクラブ）

2-02-02-02-0

太田　一樹太田　一樹太田　一樹太田　一樹
中込　未来中込　未来中込　未来中込　未来

1111

3333

2222

0-20-20-20-2

勝敗勝敗勝敗勝敗

0-20-20-20-2 3333岡田　冬樹岡田　冬樹岡田　冬樹岡田　冬樹
岡田　健岡田　健岡田　健岡田　健

（佐久：駒場テニスクラブ）（佐久：駒場テニスクラブ）（佐久：駒場テニスクラブ）（佐久：駒場テニスクラブ）
（佐久：駒場テニスクラブ）（佐久：駒場テニスクラブ）（佐久：駒場テニスクラブ）（佐久：駒場テニスクラブ） 06060606 06060606

8888
百瀬　勇馬百瀬　勇馬百瀬　勇馬百瀬　勇馬
遠藤　誠治遠藤　誠治遠藤　誠治遠藤　誠治

9999

依田　哲郎依田　哲郎依田　哲郎依田　哲郎
今井　晃徳今井　晃徳今井　晃徳今井　晃徳

荒井　紀匠荒井　紀匠荒井　紀匠荒井　紀匠
須崎　護仁須崎　護仁須崎　護仁須崎　護仁

有吉　大有吉　大有吉　大有吉　大
細川　晃細川　晃細川　晃細川　晃

60606060

63636363

5555

2-12-12-12-1

勝敗勝敗勝敗勝敗

②4②4②4②4
依田　哲郎依田　哲郎依田　哲郎依田　哲郎
今井　晃徳今井　晃徳今井　晃徳今井　晃徳

（佐久：カジヤテニスクラブ）（佐久：カジヤテニスクラブ）（佐久：カジヤテニスクラブ）（佐久：カジヤテニスクラブ）
（岡谷：エコーテニスクラブ）（岡谷：エコーテニスクラブ）（岡谷：エコーテニスクラブ）（岡谷：エコーテニスクラブ） 60606060

荒井　紀匠荒井　紀匠荒井　紀匠荒井　紀匠
須崎　護仁須崎　護仁須崎　護仁須崎　護仁

（：上田染谷丘高校）（：上田染谷丘高校）（：上田染谷丘高校）（：上田染谷丘高校）
（：上田染谷丘高校）（：上田染谷丘高校）（：上田染谷丘高校）（：上田染谷丘高校） 06060606 16161616

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） 61616161

6666
有吉　大有吉　大有吉　大有吉　大
細川　晃細川　晃細川　晃細川　晃

（佐久：ＡＧＨ）（佐久：ＡＧＨ）（佐久：ＡＧＨ）（佐久：ＡＧＨ）
（佐久：ＡＧＨ）（佐久：ＡＧＨ）（佐久：ＡＧＨ）（佐久：ＡＧＨ） 36363636 61616161

1-11-11-11-1

3333
福知　輝洋福知　輝洋福知　輝洋福知　輝洋
尾﨑　大輔尾﨑　大輔尾﨑　大輔尾﨑　大輔

（松本：富士電機テニスクラブ）（松本：富士電機テニスクラブ）（松本：富士電機テニスクラブ）（松本：富士電機テニスクラブ）
（松本：富士電機テニスクラブ）（松本：富士電機テニスクラブ）（松本：富士電機テニスクラブ）（松本：富士電機テニスクラブ） 06060606

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

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

福知　輝洋福知　輝洋福知　輝洋福知　輝洋
尾﨑　大輔尾﨑　大輔尾﨑　大輔尾﨑　大輔

勝敗勝敗勝敗勝敗 順位順位順位順位

2222

3333

60606060 2-02-02-02-0 1111

2222
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

（佐久：ＡＧＨ）（佐久：ＡＧＨ）（佐久：ＡＧＨ）（佐久：ＡＧＨ）
（佐久：ＡＧＨ）（佐久：ＡＧＨ）（佐久：ＡＧＨ）（佐久：ＡＧＨ） 16161616 62626262

26262626 0-20-20-20-2



第23回長野県佐久テニス大会ダブルス 男子ダブルス（12）  大会グレード：Ｅ第23回長野県佐久テニス大会ダブルス 男子ダブルス（12）  大会グレード：Ｅ第23回長野県佐久テニス大会ダブルス 男子ダブルス（12）  大会グレード：Ｅ第23回長野県佐久テニス大会ダブルス 男子ダブルス（12）  大会グレード：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

ＤブロックＤブロックＤブロックＤブロック

  ( 2019年6月3日発表のランキングにより作成. )  ( 2019年6月3日発表のランキングにより作成. )  ( 2019年6月3日発表のランキングにより作成. )  ( 2019年6月3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】
62626262

63636363

76(4)76(4)76(4)76(4)

【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】
62626262

64646464

75757575

【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】
75757575

64646464

60606060
荒井 紀匠荒井 紀匠荒井 紀匠荒井 紀匠
須崎 護仁須崎 護仁須崎 護仁須崎 護仁

（：上田染谷丘高校）（：上田染谷丘高校）（：上田染谷丘高校）（：上田染谷丘高校）
（：上田染谷丘高校）（：上田染谷丘高校）（：上田染谷丘高校）（：上田染谷丘高校）

冨田 幸伸冨田 幸伸冨田 幸伸冨田 幸伸
高橋　芳高橋　芳高橋　芳高橋　芳

（佐久：スザクテニスクラブ）（佐久：スザクテニスクラブ）（佐久：スザクテニスクラブ）（佐久：スザクテニスクラブ）
（佐久：双信電機テニスクラブ）（佐久：双信電機テニスクラブ）（佐久：双信電機テニスクラブ）（佐久：双信電機テニスクラブ）

岡田 冬樹岡田 冬樹岡田 冬樹岡田 冬樹
岡田　健岡田　健岡田　健岡田　健

（佐久：駒場テニスクラブ）（佐久：駒場テニスクラブ）（佐久：駒場テニスクラブ）（佐久：駒場テニスクラブ）
（佐久：駒場テニスクラブ）（佐久：駒場テニスクラブ）（佐久：駒場テニスクラブ）（佐久：駒場テニスクラブ）

有吉　大有吉　大有吉　大有吉　大
細川　晃細川　晃細川　晃細川　晃

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

福知 輝洋福知 輝洋福知 輝洋福知 輝洋
尾﨑 大輔尾﨑 大輔尾﨑 大輔尾﨑 大輔

（松本：富士電機テニスクラブ）（松本：富士電機テニスクラブ）（松本：富士電機テニスクラブ）（松本：富士電機テニスクラブ）
（松本：富士電機テニスクラブ）（松本：富士電機テニスクラブ）（松本：富士電機テニスクラブ）（松本：富士電機テニスクラブ）

小林 照英小林 照英小林 照英小林 照英
塚原 大樹塚原 大樹塚原 大樹塚原 大樹

（佐久：ＡＧＨ）（佐久：ＡＧＨ）（佐久：ＡＧＨ）（佐久：ＡＧＨ）
（佐久：わあむほーるテニスクラブ）（佐久：わあむほーるテニスクラブ）（佐久：わあむほーるテニスクラブ）（佐久：わあむほーるテニスクラブ）

百瀬 勇馬百瀬 勇馬百瀬 勇馬百瀬 勇馬
遠藤 誠治遠藤 誠治遠藤 誠治遠藤 誠治

（松本：富士電機テニスクラブ）（松本：富士電機テニスクラブ）（松本：富士電機テニスクラブ）（松本：富士電機テニスクラブ）
（松本：富士電機テニスクラブ）（松本：富士電機テニスクラブ）（松本：富士電機テニスクラブ）（松本：富士電機テニスクラブ）

依田 哲郎依田 哲郎依田 哲郎依田 哲郎
今井 晃徳今井 晃徳今井 晃徳今井 晃徳

（佐久：カジヤテニスクラブ）（佐久：カジヤテニスクラブ）（佐久：カジヤテニスクラブ）（佐久：カジヤテニスクラブ）
（岡谷：エコーテニスクラブ）（岡谷：エコーテニスクラブ）（岡谷：エコーテニスクラブ）（岡谷：エコーテニスクラブ）

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

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

36363636 16161616

髙山　峻髙山　峻髙山　峻髙山　峻
木下　息吹木下　息吹木下　息吹木下　息吹 1111

小林　照英小林　照英小林　照英小林　照英
塚原　大樹塚原　大樹塚原　大樹塚原　大樹 2222

冨田　幸伸冨田　幸伸冨田　幸伸冨田　幸伸
高橋　芳高橋　芳高橋　芳高橋　芳

333312121212

髙山　峻髙山　峻髙山　峻髙山　峻
木下　息吹木下　息吹木下　息吹木下　息吹

10101010 63636363

6161616111111111
（長野：ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ）（長野：ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ）（長野：ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ）（長野：ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ）
（長野：ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ）（長野：ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ）（長野：ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ）（長野：ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ）

冨田　幸伸冨田　幸伸冨田　幸伸冨田　幸伸
高橋　芳高橋　芳高橋　芳高橋　芳

（佐久：スザクテニスクラブ）（佐久：スザクテニスクラブ）（佐久：スザクテニスクラブ）（佐久：スザクテニスクラブ）
（佐久：双信電機テニスクラブ）（佐久：双信電機テニスクラブ）（佐久：双信電機テニスクラブ）（佐久：双信電機テニスクラブ）

75757575

小林　照英小林　照英小林　照英小林　照英
塚原　大樹塚原　大樹塚原　大樹塚原　大樹

57575757（佐久：ＡＧＨ）（佐久：ＡＧＨ）（佐久：ＡＧＨ）（佐久：ＡＧＨ）
（佐久：わあむほーるテニスクラブ）（佐久：わあむほーるテニスクラブ）（佐久：わあむほーるテニスクラブ）（佐久：わあむほーるテニスクラブ）

順位順位順位順位

2-02-02-02-0

勝敗勝敗勝敗勝敗

1-11-11-11-1

太田 一樹太田 一樹太田 一樹太田 一樹
中込 未来中込 未来中込 未来中込 未来

（駒ヶ：うめぐみ）（駒ヶ：うめぐみ）（駒ヶ：うめぐみ）（駒ヶ：うめぐみ）
（佐久：わあむほーるテニスクラブ）（佐久：わあむほーるテニスクラブ）（佐久：わあむほーるテニスクラブ）（佐久：わあむほーるテニスクラブ）

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）

髙山 峻髙山 峻髙山 峻髙山 峻
木下 息吹木下 息吹木下 息吹木下 息吹

（長野：ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ）（長野：ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ）（長野：ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ）（長野：ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ）
（長野：ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ）（長野：ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ）（長野：ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ）（長野：ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ）

0-20-20-20-2



第23回長野県佐久テニス大会ダブルス ５５男子ダブルス（6）  大会グレード：Ｅ第23回長野県佐久テニス大会ダブルス ５５男子ダブルス（6）  大会グレード：Ｅ第23回長野県佐久テニス大会ダブルス ５５男子ダブルス（6）  大会グレード：Ｅ第23回長野県佐久テニス大会ダブルス ５５男子ダブルス（6）  大会グレード：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

＊試合開始予定：１０：００～＊試合開始予定：１０：００～＊試合開始予定：１０：００～＊試合開始予定：１０：００～   ( 2019年6月3日発表のランキングにより作成. )  ( 2019年6月3日発表のランキングにより作成. )  ( 2019年6月3日発表のランキングにより作成. )  ( 2019年6月3日発表のランキングにより作成. )

36363636 RETRETRETRET 06060606

2-32-32-32-3 4444

吉澤　和寿吉澤　和寿吉澤　和寿吉澤　和寿
内田　春生内田　春生内田　春生内田　春生

土屋　伸一郎土屋　伸一郎土屋　伸一郎土屋　伸一郎
小田川　昇小田川　昇小田川　昇小田川　昇

箕輪　隆箕輪　隆箕輪　隆箕輪　隆
堀内　拓堀内　拓堀内　拓堀内　拓

36363636 RETRETRETRET 76(2)76(2)76(2)76(2) 1111

順位順位順位順位

1-41-41-41-4 66665555
土屋　伸一郎土屋　伸一郎土屋　伸一郎土屋　伸一郎
小田川　昇小田川　昇小田川　昇小田川　昇

（佐久：わあむほーるテニスクラブ）（佐久：わあむほーるテニスクラブ）（佐久：わあむほーるテニスクラブ）（佐久：わあむほーるテニスクラブ）
（佐久：わあむほーるテニスクラブ）（佐久：わあむほーるテニスクラブ）（佐久：わあむほーるテニスクラブ）（佐久：わあむほーるテニスクラブ） 6(3)76(3)76(3)76(3)7 63636363

4444
吉澤　和寿吉澤　和寿吉澤　和寿吉澤　和寿
内田　春生内田　春生内田　春生内田　春生

（長野：ｔｅａｍ ＨＥＲＯ）（長野：ｔｅａｍ ＨＥＲＯ）（長野：ｔｅａｍ ＨＥＲＯ）（長野：ｔｅａｍ ＨＥＲＯ）
（長野：ｔｅａｍ ＨＥＲＯ）（長野：ｔｅａｍ ＨＥＲＯ）（長野：ｔｅａｍ ＨＥＲＯ）（長野：ｔｅａｍ ＨＥＲＯ） 76(3)76(3)76(3)76(3) 2626262663636363

4-14-14-14-1

RETRETRETRET

2222

1-41-41-41-4 5555

6(4)76(4)76(4)76(4)7 63636363

6(5)76(5)76(5)76(5)7

3-23-23-23-2 3333

内堀　秀俊内堀　秀俊内堀　秀俊内堀　秀俊
尾和　三義尾和　三義尾和　三義尾和　三義

6(2)76(2)76(2)76(2)7 36363636 60606060

RETRETRETRET

76(4)76(4)76(4)76(4) 76(3)76(3)76(3)76(3) 63636363

勝敗勝敗勝敗勝敗

4-14-14-14-1①1①1①1①1
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：ユニバーステニスクラブ）（岡谷：ユニバーステニスクラブ）（岡谷：ユニバーステニスクラブ）（岡谷：ユニバーステニスクラブ）
（岡谷：諏訪湖テニスクラブ）（岡谷：諏訪湖テニスクラブ）（岡谷：諏訪湖テニスクラブ）（岡谷：諏訪湖テニスクラブ） 61616161 75757575

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

駒村　博之駒村　博之駒村　博之駒村　博之
中島　東中島　東中島　東中島　東

2222
駒村　博之駒村　博之駒村　博之駒村　博之
中島　東中島　東中島　東中島　東

（佐久：コスモステニスクラブ）（佐久：コスモステニスクラブ）（佐久：コスモステニスクラブ）（佐久：コスモステニスクラブ）
（佐久：コスモステニスクラブ）（佐久：コスモステニスクラブ）（佐久：コスモステニスクラブ）（佐久：コスモステニスクラブ） 16161616 62626262

3333
内堀　秀俊内堀　秀俊内堀　秀俊内堀　秀俊
尾和　三義尾和　三義尾和　三義尾和　三義

（佐久：メリーテニスクラブ）（佐久：メリーテニスクラブ）（佐久：メリーテニスクラブ）（佐久：メリーテニスクラブ）
（佐久：メリーテニスクラブ）（佐久：メリーテニスクラブ）（佐久：メリーテニスクラブ）（佐久：メリーテニスクラブ） 57575757 26262626

363636366666
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） 62626262



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 7 N2018-G5168 押金　浩 上田 ロビングバードテニスクラブ
13 N2018-G5325 奈良本　憲泰千曲 更埴ローンテニスクラブ

2 2 20 N2018-G5414 依田　哲郎 佐久 カジヤテニスクラブ
20 N2018-G5059 今井　晃徳 岡谷市 エコーテニスクラブ

3 3 28 N2018-G5159 太田　一樹 駒ヶ根 うめぐみ
28 N2018-G5181 中込　未来 佐久 わあむほーるテニスクラブ

4 4 46 N2018-G5193 小林　照英 佐久 ＡＧＨ
46 N2018-G5232 塚原　大樹 佐久 わあむほーるテニスクラブ

5 5 46 N2018-G5399 冨田　幸伸 佐久 スザクテニスクラブ
1000 N2018-G5484 高橋　芳 佐久 双信電機テニスクラブ

6 5 46 N2018-G5373 岡田　冬樹 佐久 駒場テニスクラブ
1000 N2018-G5425 岡田　健 佐久 駒場テニスクラブ

7 7 1000 N2018-G5063 後藤　政宏 佐久 ＡＧＨ
1000 N2018-G5021 土屋　貴光 佐久 ＡＧＨ

8 7 1000 N2018-G5421 髙山　峻 長野市 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ
1000 N2018-G5453 木下　息吹 長野市 ＴＥＡＭ ｍ＆ｍ

9 7 1000 N2018-G5459 福知　輝洋 松本 富士電機テニスクラブ
1000 N2018-G5465 尾﨑　大輔 松本 富士電機テニスクラブ

10 7 1000 N2018-G5463 有吉　大 佐久 ＡＧＨ
1000 N2018-G5482 細川　晃 佐久 ＡＧＨ

11 7 1000 N2018-G5470 百瀬　勇馬 松本 富士電機テニスクラブ
1000 N2018-G5464 遠藤　誠治 松本 富士電機テニスクラブ

12 7 1000 N2018-J1412 荒井　紀匠 上田染谷丘高校
1000 N2018-J1005 須崎　護仁 上田染谷丘高校

５５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 1000 N2018-G5471 片倉　和夫 岡谷市 ユニバーステニスクラブ
6 N2018-G5336 今井　勲 岡谷市 諏訪湖テニスクラブ

2 2 1000 N2018-G5037 吉澤　和寿 長野市 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ
9 N2018-G5144 内田　春生 長野市 ｔｅａｍ ＨＥＲＯ

3 3 1000 N2018-G5124 箕輪　隆 佐久 ＡＧＨ
1000 N2018-G5078 堀内　拓 佐久 ＡＧＨ

4 3 1000 N2018-G5318 内堀　秀俊 佐久 メリーテニスクラブ
1000 N2018-G5363 尾和　三義 佐久 メリーテニスクラブ

5 3 1000 N2018-G5367 土屋　伸一郎佐久 わあむほーるテニスクラブ
1000 N2018-G5361 小田川　昇 佐久 わあむほーるテニスクラブ

6 3 1000 N2018-G5477 駒村　博之 佐久 コスモステニスクラブ
1000 N2018-G5476 中島　東 佐久 コスモステニスクラブ

第23回長野県佐久テニス大会ダブルス  シーディングリスト

  ( 2019年6月3日発表のランキングにより作成. )

第23回長野県佐久テニス大会ダブルス  シーディングリスト

  ( 2019年6月3日発表のランキングにより作成. )
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