
第第第第42424242回 小野杯回 小野杯回 小野杯回 小野杯ダブルステニスダブルステニスダブルステニスダブルステニス選手権大会選手権大会選手権大会選手権大会
2013年11月10日(日) 沼津市営愛鷹運動公園テニスコート

一般男子一般男子一般男子一般男子AAAAクラスクラスクラスクラス

秋本秋本秋本秋本　　　　康晴康晴康晴康晴 高橋　考一
安藤安藤安藤安藤　　　　嵩志嵩志嵩志嵩志 61 63 朝倉　稜

江崎　直幸 藤田　充
伊藤　勝隆 64 谷澤　光臣

海野　健太郎 (コナミスポーツ) 62 荻野　真宏
黒川　陽平 (ウンノストロベリーテニス) 後藤　駿一

加藤　和昭 61 W.O. 田中　純 (時之栖TC)

加藤　優作 64 75 山崎　淳一郎 (クレストン)

榊原　良文 塚田　賢和
鈴木　克広 64 岩瀬　貴之

平野　哲彦 (フリー) 62 小林　尭広
中川　俊人 (イシバシテニスガーデン) 齋藤　直仁

渡辺　克久 60 75 青野青野青野青野　　　　達也達也達也達也 ((((丹那丹那丹那丹那テニステニステニステニス))))

江口　淳彦 本間本間本間本間　　　　海海海海 ((((クレストンクレストンクレストンクレストン))))

一般女子一般女子一般女子一般女子AAAAクラスクラスクラスクラス

渡辺渡辺渡辺渡辺　　　　克子克子克子克子 長野　わかな
深澤深澤深澤深澤　　　　幸子幸子幸子幸子 63 及川　眞理子

石内　多恵子 62 差生　さやか (メリーポピンズ)

三井　理恵 60 上原　香織 (クレストン)

日吉　留美 (ＴＣＴ) 76(5) 平井　幸子
稲野　和美 (トーシン) 八木　真澄
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一般男子一般男子一般男子一般男子BBBBクラスクラスクラスクラス

平田平田平田平田　　　　正己正己正己正己 神島　勝俊
高橋高橋高橋高橋　　　　哲也哲也哲也哲也 63 W.O. 長沢　和孝

原　一成 (フリー) 佐藤　正夫
河野　聡司 (アクトスポーツクラブ) 60 伊藤　光男

土屋　恭平 61 真野　健太
本澤　慶一 64 植村　将士

遠藤　陽介 (メリーポピンズ) 63 加藤　達矢
大塚　勝彦 (Maruishi) 62 62 福原　圭太

石橋　幹人 中村中村中村中村　　　　浩明浩明浩明浩明
上野山　博巳 76(5) 黒柳黒柳黒柳黒柳　　　　寛明寛明寛明寛明

長沢　隆広 64 石渡　直哉
脇田　征哉 葉原　光希

山本　裕和 (SMTC) 63 76(4) 遠藤　嘉
大橋　一仁 (SCCテニスクラブ) 池田　雅彦

長倉　雅秋 64 62 大木　章裕
高橋　和宏 75 62 小松　禎史

高村　洋平 鈴木　遼太
大塚　秀一 64 高野　壮太

谷澤　良 61 櫻本　和夫
増田　優樹 村田　拓馬

松尾　直則 64 63 近藤　徳夫
植松　久志 63 中野　義典

津田津田津田津田　　　　暢亮暢亮暢亮暢亮 ((((ラヴオールラヴオールラヴオールラヴオール)))) 64 厚木　優希
杉本杉本杉本杉本　　　　雅弥雅弥雅弥雅弥 ((((フリーフリーフリーフリー)))) 63 藤田　夏樹

藤原　克明 60 大井 光基
谷村　信爾 巨椋　成幸

63 坂口坂口坂口坂口　　　　剛剛剛剛
宮澤宮澤宮澤宮澤　　　　祐太祐太祐太祐太

一般女子一般女子一般女子一般女子BBBBクラスクラスクラスクラス

竹内　あや子 (イシバシテニスガ－デン) 前田　信子
鈴木　洋子 (リバーサイドテニスクラブ) 64 61 小松　曜子

内間　美里 杉山　徳子
鈴木　郁乃 61 60 杉山　理子

中川中川中川中川　　　　由香由香由香由香 荻野荻野荻野荻野　　　　恵恵恵恵
下川下川下川下川　　　　真喜子真喜子真喜子真喜子 植田植田植田植田　　　　ゆみゆみゆみゆみ子子子子

松井　佳美 64 64 飯田　好望
武田　昭子 澤田　香奈
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