
第39回 安心堂・山室杯ミックスダブルステニス選手権大会
2017年3月12日(日)、予備日 3月26日(日)
沼津市営愛鷹運動公園テニスコート
ミックスダブルス

No シード 選手名1 選手名2 チーム名1
チーム名2
(省略可)

1 ＜スポンサー推薦枠1＞
2 ＜スポンサー推薦枠2＞
3 鈴木 清美 浅田 直人 アクトスポーツクラブ 明電舎
4 安田 寿美子 鈴木 義和 トーシン 三菱アルミ
5 佐藤 いづみ 神島 勝俊 ＴＣＴ トーシン
6 三井 理恵 加藤 優作 時之栖TC
7 吉岡 沙恵 石井 嘉太郎 時之栖TC フリー
8 渡辺 克子 鈴木 伸男 トーシン ボンバーファミリー2
9 深澤 幸子 深澤 誠 トーシン

10 清水 春南 土屋 勝裕 千代テニスクラブ ボンバーファミリー2
11 丸山 麻貴 室野 弘毅 千代テニスクラブ アクトスポーツクラブ
12 日永田 せつ子 山本 信宏 沼津市役所 J-ARASH I
13 土屋 真紀子 伊藤 寿 ハピフルTC フリー
14 神谷 慈美 築地 正拓 グリーンヒル フリー
15 山崎 久美子 上原 謙一 クレストン
16 松本 睦美 喜多 健一郎 ボンバーファミリー2 伊豆テニスフォーラム
17 山本 真子 大曽 隼海 ミノリアール静岡
18 秋山 いづみ 清 博幸 ミノリアール静岡
19 赤津 利江子 富田 慎司 ミノリアール静岡
20 村上 紀子 後藤 寛 イシバシテニスガーデン リコー
21 大野 春菜 大野 祥起 メリーポピンズ
22 植松 史帆 高島 純 メリーポピンズ
23 平田 春菜 秋本 康晴 メリーポピンズ
24 鈴木 いずみ 横山 長治 メリーポピンズ
25 水谷 茂美 植野 亮 メリーポピンズ フリー
26 杉本 恵子 岡山 祐樹 クレストン メリーポピンズ
27 木代 縁 本村 智志 フリー
28 河野 真波 杉本 秀隆 TCT 時之栖TC
29 中村 千里 中村 祐介 トーシン
30 鈴木 香苗 高田 武志 さくらテニスクラブ
31 石原 千聖 今井 大輝 さくらテニスクラブ
32 百津 小百合 小林 透典 アクトスポーツクラブ 明電舎
33 中野 智子 河向 迪秀 TCT アクトスポーツクラブ
34 宮永 京子 森口 僚 トーシン フリー
35 阿部 千鶴 笹岡 道憲 フリー
36 三輪 晶子 有岡 孝祐 フリー
37 仲 なつき 仲 佑紀 TCT
38 関 順子 藤田 道雄 ソレイユ 日医工FTC
39 宮本 和子 森本 紳司 沼津市役所 トーシン
40 赤堀 汐 飯塚 祐登 静清グリーン アイＴＣ
41 高塚 一恵 高塚 浩文 フリー
42 三ツ岡 美紀 高橋 良介 富士市役所
43 伊藤 典子 小島 哲也 TCT TAS
44 山田 るみ 新井 俊弘 アクトスポーツクラブ
45 伊藤 あかね 杉山 寛隆 アクトスポーツクラブ
46 田中 陽子 茶谷 一夫 キヤノン
47 桝本 弥玖 新宮 歩 SCCテニスクラブ
48 本間 ゆき乃 片野 隆信 クレストン メリーポピンズ

＜ウエイティング（キャンセル待ち）＞
W1 覚張 智代 遠藤 信 ボンバーファミリー2
W2 伊藤 多鶴子 伊藤 栄敏 ハラテニス J-ARASH I
W3 及川 眞理子 大嶽 輝晃 沼津市役所 チームニケ
W4 辻 美智子 鈴木 章弘 オレンジヒルテニスクラブ トモロウ
W5

★☆★　出場選手名簿シート　★☆★
大会名
開催日
会場

種目名



第3回　安心堂・初心者ダブルステニス大会
2017年3月12日(日)、予備日 3月26日(日)
沼津市営愛鷹運動公園テニスコート
ダブルス

No シード 選手名1 選手名2 チーム名1
チーム名2
(省略可)

1 ＜スポンサー推薦枠1＞
2 山下 直哉 平野 美里 ふりー
3 本澤 真麻 荻野 亜希子 クレストン
4 伊藤 麻里 小澤 紘代 クレストン
5 杉山 加寸秀 村上 美幸 ウンノストロベリー ルネサンス静岡
6 横井 俊彦 横井 裕斗 フリー
7 後藤 裕 小林 謙一 フリー
8 高田 政美 篠原 容子 フリー 明電舎
9 中村 明寛 今西 かよこ フリー

10 大木 章裕 大木 浩輔 メリーポピンズ アスルクラロ沼津
11 平林 美紀 長谷川 香那 SCCテニスクラブ
12 木脇 康博 木脇 瑠菜 SLTC
13 宮下 紀之 黒田 浩二 フリー
14 平山 久 菅原 尚之 フリー
15 草刈 一郎 草刈 治美 フリー
16 松澤 佑輔 松澤 菜津子 FEP
17 渡辺 尚昭 渡辺 香里 FEP
18 吉原 和成 吉原 由紀路 明電舎
19 石川 智恵 早川 千津 フリー
20 金子 紀子 福島 真奈 フリー
21 熊谷 佳和 長倉 真奈美 清水町テニススクール火曜日

22 杉江 裕彦 飯塚 公敏 城北クラブ
23 水口 恵子 石田 敬子 フリー
24 木嶋 信幸 真野 純敏 明電舎
25 シルバ ジェイソン 石田 真里奈 POMP
26 栗林 和美 栗林 遥水 ソレイユＩＳＰ
27 桧垣 秀良 泉谷 翼裟 SETT
28 松下 奈緒 佐藤 則明 沼津城北高校 ハラテニス
29 望月 圭子 塩坂 理枝 ソレイユＩＳＰ
30 勝俣 創太 大村 拓矢 ぴろりん
31 勝俣 康一 宮原 和子 ぴろりん 清水町テニススクール火曜日

32 鈴木 千夏 鈴木 真弓 ぴろりん 清水町テニススクール火曜日

＜ウエイティング（キャンセル待ち）＞
W1 渡辺 千尋 小太刀 洋嗣 ふりー
W2 小澤 佐英子 鈴木 智子 フリー
W3 笹原 喜美子 長谷川 絹代 フリー
W4 清水 博 秦 敦史 Ｐ2Ｆ
W5

★☆★　出場選手名簿シート　★☆★
大会名
開催日
会場

種目名


