
長野市ABC級大会 ダブルス シーディングリスト

男子ダブルスＡ級 男子ダブルスB級 男子ダブルスC級

番号 氏名 加盟団体 所属団体 番号 氏名 加盟団体 所属団体 番号 氏名 加盟団体 所属団体

塚田一里 長野市テニス協会 ＭＡＸ 春日山洋行 長野市テニス協会 Ｔ－ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ 松井雅彦 長野市テニス協会 更級ＭＥＤ．ＴＣ

冨田将斗 長野市テニス協会 ＭＡＸ 鈴木岳志 長野市テニス協会 Ｔ－ＦＲＩＥＮＤＳ．ＴＣ 鷲澤一彦 長野市テニス協会 更級ＭＥＤ．ＴＣ

池内貴志 長野市テニス協会 エーデルＴＣ 清水元彦 長野市テニス協会 更級ＭＥＤ．ＴＣ 風間　宏 長野市テニス協会 タヤマスポーツＴＣ

岩田昌紘 長野市テニス協会 エーデルＴＣ 黒岩修一 長野市テニス協会 更級ＭＥＤ．ＴＣ 伊熊隆宏 長野市テニス協会 ＴＥＡＭ　ｍ＆ｍ

池田智哉 長野市テニス協会 ＴＥＡＭ　ｍ＆ｍ 今井　宏 長野市テニス協会 篠ノ井スマッシュＴＣ 久保田博文 オープン フリー

二木雅敏 長野市テニス協会 西和田ＴＣ 久保　久 オープン フリー 新井　洋 オープン フリー

滝澤　陽 長野市テニス協会 県庁高嶺Ｃ 越智将太 長野市テニス協会 Ｔｉｐａ！ 八木浩太郎 長野市テニス協会 ＭＡＸ

藤井隆男 長野市テニス協会 県庁高嶺Ｃ 横山史之 長野市テニス協会 西和田ＴＣ 馬渡智行 長野市テニス協会 ＭＡＸ

佐藤　修 長野市テニス協会 長野日本無線ＴＣ 酒井哲朗 オープン フリー 五十嵐冬人 長野市テニス協会 サマンサ

宮井秀次 長野市テニス協会 長野日本無線ＴＣ 野澤雄樹 オープン フリー 熊谷　浩 長野市テニス協会 サマンサ

小山義之 長野市テニス協会 ＴＥＡＭ　ｍ＆ｍ 近藤和輝 長野市テニス協会 Ｓｗａｌｌｏｗ 牛山浩和 オープン フリー

酒井信勝 長野市テニス協会 西和田ＴＣ 古川　翔 長野市テニス協会 Ｓｗａｌｌｏｗ 海沼孝茂 長野市テニス協会 ＭＡＸ

戸根川俊充 長野市テニス協会 ＴＥＡＭ　ｍ＆ｍ 外谷賢治 長野市テニス協会 タヤマスポーツＴＣ 山下修一 長野市テニス協会 せんとぽーりあ

西澤　翔 オープン フリー 太田敦之 長野市テニス協会 タヤマスポーツＴＣ 山下光羽 小学 古里小

小林健作 長野市テニス協会 Ｔｉｐａ！ 轟健太郎 長野市テニス協会 長野市役所ＴＣ 曽根川元太 長野市テニス協会 長野日本無線ＴＣ

繁野　晃 長野市テニス協会 Ｔｉｐａ！ 小山裕貴 オープン フリー 坂本一真 長野市テニス協会 長野日本無線ＴＣ

小林大樹 長野市テニス協会 新光電気テニス部 毛内大志 長野市テニス協会 せんとぽーりあ 平山　慧 長野市テニス協会 長野日本無線ＴＣ

藤沢靖也 長野市テニス協会 新光電気テニス部 村田清明 長野市テニス協会 せんとぽーりあ 田川裕巳 長野市テニス協会 篠ノ井スマッシュＴＣ

野中照高 長野市テニス協会 西和田ＴＣ 岩崎志朗 長野市テニス協会 Ｔｉｐａ！ 原山力斗 高校 須坂創成高校

西本龍雄 長野市テニス協会 西和田ＴＣ 繁野　悟 長野市テニス協会 Ｔｉｐａ！ 難波優飛 高校 須坂創成高校

岸田　淳 長野市テニス協会 長野日本無線ＴＣ 飯田隆博 長野市テニス協会 Ｓｗａｌｌｏｗ 小林　浩 オープン フリー

樋口 勝也 長野市テニス協会 長野日本無線ＴＣ 藤本諒一 長野市テニス協会 ＭＡＸ 青木健晃 高校 須坂創成高校

小山　保 長野市テニス協会 西和田ＴＣ

石田豊晃 長野市テニス協会 西和田ＴＣ

海野雅彦 長野市テニス協会 ＭＡＸ

宮沢正人 長野市テニス協会 ＭＡＸ

宮本直希 オープン フリー

大林　浩 オープン フリー

滝澤雅史 長野市テニス協会 ＴＥＡＭ　ｍ＆ｍ

若林健一 オープン フリー

水野俊明 長野市テニス協会 ＴＥＡＭ　ｍ＆ｍ

工藤大樹 長野市テニス協会 ハーガードＴＣ

上田克浩 長野市テニス協会 ＭＡＸ

岩本　崇 長野市テニス協会 サマンサ

中沢　崇 長野市テニス協会 サマンサ

本澤伸彦 長野市テニス協会 サマンサ

丸山裕喜 長野市テニス協会 サマンサ

岩本大栄 長野市テニス協会 サマンサ
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