
第３９回　中野市長杯争奪テニス大会（Ｄ） 男 子　【決勝トーナメント】

男子ダブルス 　リーグ表
4

丸山 　覚 (中野テニス協会)

畦上 公司 (須坂ローンＴＣ)

Ａブロック（１番コート）

三橋　 仁 木内 晴基 藤沢 靖也 丸山 　覚

勝敗 順位

17

64

二木 雅敏 高橋　幸司 渡辺 文也 畦上 公司 3位 17
小野 岳彦 (ドリームTC)

青木 一孫 (55TC)

1
三橋　 仁 (長野市テニス協会)

６－１ ６－３ ６(5)－７ ２－１ ２
5

二木 雅敏 (長野市テニス協会) 62

2
木内 晴基 (飯山市テニス協会)

１－６ ６(5)－７ ２－６ １－２ ４ 9
小山 義之 (ｍ＆ｍ)

高橋　幸司 (飯山市テニス協会) 石川 宏貴 (西和田TC)

3
藤沢 靖也 (フリー)

３－６ ７－６(5) ４－６ １－２ ３
5

渡辺 文也 (フリー) 60

4
丸山 　覚 (中野テニス協会)

７－６(5) ６－２ ６－４ ３－０ １ 優勝 5
永野 佳次 (フリー)

畦上 公司 (須坂ローンＴＣ) 佐藤　修 (須坂市役所TC)

5
優勝

Bブロック（２番コート）

永野 佳次 加藤 拓夫 伊熊 隆宏 山口 尚吾

勝敗 順位

62

6
加藤 拓夫 (中野テニス協会)

佐藤　修 小林 義孝 野瀬 洋平 矢口　蕉
小林 義孝 (中野テニス協会)

11

5
永野 佳次 (フリー)

６－０ ６－０ ６－０ ３－０ １
61

佐藤　修 (須坂市役所TC)
3位 11

中島 康一 (ラブオールＴＣ)

6
加藤 拓夫 (中野テニス協会)

０－６ ６－４ ６－１ ２－１ ２
大塚 壮史 (ラブオールＴＣ)

小林 義孝 (中野テニス協会) 1

7
伊熊 隆宏 (m&m)

０－６ ４－６ ３－６ ０－３ ４
60

野瀬 洋平 (m&m)
2位 1

三橋　 仁 (長野市テニス協会)

8
山口 尚吾 (中野立志館高校)

０－６ １－６ ６－３ １－２ ３
二木 雅敏 (長野市テニス協会)

矢口　蕉 (中野立志館高校) 1

63

Cブロック（３番コート）

小山 義之 東福寺 一司 中島 康一 久保　駿

勝敗 順位

13
小林 和久 (須坂ローンＴＣ)

小布施 伸明 (須坂ローンＴＣ)

石川 宏貴 小林 大悟 大塚 壮史 飯山　海

9
小山 義之 (ｍ＆ｍ)

６－３ ６(１)－７ ７－５ ２－１ ２
石川 宏貴 (西和田TC) 男 子　【コンソレーション】

10
東福寺 一司 (フリー)

３－６ ４－６ ６－３ １－２ ３
小林 大悟 (フリー)

優勝 3
藤沢 靖也 (フリー)

11
中島 康一 (ラブオールＴＣ)

７－６(１) ６－４ ６－０ ３－０ １
渡辺 文也 (フリー)

大塚 壮史 (ラブオールＴＣ) 3

12
久保　駿 (中野立志館高校)

５－７ ３－６ ０－６ ０－３ ４
62

飯山　海 (中野立志館高校)
14

松島 群司 (フェニックスTC　)

田中 哲宏 (フェニックスTC　)

3

Dブロック（４番コート）

小林 和久 松島 群司 廣兼 勝信 大谷 洋一郎 小野 岳彦

勝敗 順位

62

12
久保　駿 (中野立志館高校)

小布施 伸明 田中 哲宏 遠山 聖矢 渡邉 俊樹 青木 一孫
飯山　海 (中野立志館高校)

12

13
小林 和久 (須坂ローンＴＣ)

６－０ ６－０ ６－２ ７－５ ４－０ １
60

小布施 伸明 (須坂ローンＴＣ)
8

山口 尚吾 (中野立志館高校)

14
松島 群司 (フェニックスTC　)

０－６ ６－２ ２－６ ２－６ １－３ ４
矢口　蕉 (中野立志館高校)

田中 哲宏 (フェニックスTC　) 3
優勝

15
廣兼 勝信 (中野立志館高校)

０－６ ２－６ ０－６ ０－６ ０－４ ５
61

遠山 聖矢 (中野立志館高校)
2

木内 晴基 (飯山市テニス協会)

16
大谷 洋一郎 (フリー)

２－６ ６－２ ６－０ １－６ ２－２ ３
高橋　幸司 (飯山市テニス協会)

渡邉 俊樹 (フリー) 16

17
小野 岳彦 (ドリームTC)

５－７ ６－２ ６－０ ６－１ ３－１ ２
63

青木 一孫 (55TC)
16

大谷 洋一郎 (フリー)

渡邉 俊樹 (フリー)

16
64

7
伊熊 隆宏 (m&m)

野瀬 洋平 (m&m)

10

10
東福寺 一司 (フリー) 62

小林 大悟 (フリー)

10

60

15
廣兼 勝信 (中野立志館高校)

遠山 聖矢 (中野立志館高校)


