
第48回 沼津市長杯ダブルステニス大会
2021年5月9日(日)  沼津市営愛鷹運動公園テニスコート

一般男子Aクラス（８ゲームプロセットマッチ）

中村 尚之 (アイTC) 草間 智史
森口 俊 (静清グリーンTC) 82 97 中村 泰斗

大橋 昭 秋本 康晴 (メリーポピンズ)

榊原 良文 82 81 本間 政博 (フリー)

谷澤 光臣 鈴木 賢治 (ミナミテニスクラブ)

奥村 佳亮 村松 亮太 (MIX)

和部 隼人 (コスモスTC) 82 86 宗田 三四郎 (竜南TC)

土屋 朝貴 (さくらTC) 大倉 崇 (ウインビレッジ)

一般男子Aクラスコンソレーション（１セットマッチ）

大橋 昭 秋本 康晴 (メリーポピンズ)

榊原 良文 63 60 本間 政博 (フリー)

和部 隼人 (コスモスTC) 鈴木 賢治 (ミナミテニスクラブ)

土屋 朝貴 (さくらTC) 村松 亮太 (MIX)

一般女子Aクラス（８ゲームプロセットマッチ）

長橋 美奈子 (トーシン) 田代 千佳 (ウインビレッジ)

武田 郁未 (zero) 80 86 杉浦 ゆき乃 (メリーポピンズ)

布川 晶子 (あおやま庭球塾) 水口 雅子 (ボンバーファミリー2)

杉山 理子 (富士通) 86 杉本 恵子 (フリー)

山田 みのり (cocoa倶楽部) 82 及川 眞理子
澤口 愛子 (cool b!!) 壱岐 幸

坂部 みゆき (アクトスポーツ) 83 81 山田 奈美子
小倉 陽子 (本日庭球日) 赤堀 凪

一般女子Aクラスコンソレーション（１セットマッチ）

布川 晶子 (あおやま庭球塾) 田代 千佳 (ウインビレッジ)

杉山 理子 (富士通) 62 60 杉浦 ゆき乃 (メリーポピンズ)

坂部 みゆき (アクトスポーツ) 及川 眞理子
小倉 陽子 (本日庭球日) 壱岐 幸
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一般男子Bクラス（１セットマッチ）

那須野 孝太 高宮 亨

築地 正拓 61 76(5) 高嶋 宏次

鈴木 雅人 深澤 宏太 (メリーポピンズ)

森野 信行 60 伊藤 大 (フリー)

神島 勝俊 60 平岡 卓

池谷 友記 64 古田 榮

加藤 陸 76(11) 古根村 勇
森 達真 64 75 古根村 悠介

市川 禎久 (富士市役所) 宮本 貴史

鈴木 康弘 (WTC) 61 杉山 恭平

岩田 光平 61 勝又 勝 (TGTC)

池田 敬幸 杉浦 由紹 (富士通)

大橋 俊和 (イシバシTG) 60 75 堀池 良輔

山部 順司 (リコー) 熊谷 佳和

中野 博之 (メリーポピンズ) 60 小林 尭広 (O'PEACE)

山本 裕和 (SMTC) 60 75 63 杉田 行紀 (富士市役所)

渡邊 駿 加藤 幹也

田中 啓太 60 60 根上 朝光

岩瀬 貴之 (SMTC) 望月 翔太

池谷 弘 (WTC) 75 影島 勝太

奥田 正洋 62 竹川 旭

森田 亮 佐藤 充弘

坂口 剛 63 64 シルバ ジェイソン (POMP)

岡山 史明 60 大石 将志 (メリーポピンズ)

阿波 亮太 62 岩崎 寛之
大塚 勝彦 W.O. 佐藤 達彦

長村 博樹 62 望月 孝弘

鶴淵 洋ニ 淺沼 徳一

渡辺 和樹 (メリーポピンズ) 61 62 森本 紳司

齊藤 直仁 (O'PEACE) 長橋 克彦

一般男子Bクラスコンソレーション（１セットマッチ）

長村 博樹 加藤 陸

鶴淵 洋ニ 62 63 森 達真

堀池 良輔 勝又 勝 (TGTC)

熊谷 佳和 杉浦 由紹 (富士通)

渡邊 駿 古根村 勇

田中 啓太 63 64 古根村 悠介

阿波 亮太 望月 翔太
大塚 勝彦 影島 勝太

神島 勝俊 シルバ ジェイソン (POMP)

池谷 友記 75 61 大石 将志 (メリーポピンズ)

岩田 光平 望月 孝弘

池田 敬幸 淺沼 徳一

奥田 正洋

森田 亮 64

深澤 宏太 (メリーポピンズ)

伊藤 大 (フリー)

64

(フリー)

3 (トーシン)

4 (GOTC)

三位 1 (グリーンヒルテニスクラブ)

2 (フリー)

10

7

準優勝 8

5

6

15

16

18

20

13 (M Friends)

14 (フリー)

11 (トーシン)

12 (O'PEACE)

9 (フリー)

(メリーポピンズ)

21

(ディアストーン)

19 (フリー)

(SMTC)

17

24 (O'PEACE)

25 (フリー)

22 (フリー)

23

6

11

17

4

21

19

25

27

29

(M Friends)

(トーシン)

(フリー)

(トーシン)

14

22

9

13

3

(フリー)

(フリー)

優勝

三位

(フリー)

(フリー)

(フリー)

(GOTC)

(フリー)

30 (トーシン)

28 (イシバシTG)

29 (フリー)

26 (フリー)

27



第48回 沼津市長杯ダブルステニス大会
2021年5月9日(日)  沼津市営愛鷹運動公園テニスコート

60歳以上男子（１セットマッチ）

長倉 雅秋 藤井 正人 (明電舎)

間部 喜之 62 関 浩芳 (TGTC)

鈴木 政文 60 壹岐 源士 (トーシン)

高野 正一 三枝 智賀広 (フリー)

60歳以上男子コンソレーション（１セットマッチ）

鈴木 政文
高野 正一 75

藤井 正人

関 浩芳

70歳以上男子（１セットマッチ）

G率 順

森田 康裕
国ノ十 善樹

熊沢 秀之
中村 洋一

今村 芳之
青木 隆始

一般女子Bクラス（１セットマッチ）

G率 順

林 千加
前迫 滋子

山本 菜美
北村 尚子

伊東 深雪
深田 ジョイ

一般女子Cクラス（１セットマッチ）

藤井 淳子 (明電舎) 遠藤 敏恵

芹澤 幸恵 (フリー) 64 桐戸 陽子

熊澤 歩 63 松井 由美子

田村 雅子 75 菅原 陽子

住沢 春奈 64 山本 恵
渡辺 未枝子 上村 ゆかり

75 大石 沙織 (フリー)

水口 早苗 (清水町ローン)

一般女子Cクラスコンソレーション（１セットマッチ）

住沢 春奈 熊澤 歩

渡辺 未枝子 62 64 田村 雅子

松井 由美子 山本 恵

菅原 陽子 上村 ゆかり
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一般男子Cクラス（１セットマッチ）

杉本 康 萩山 宣男

増田 大吾 62 64 栗田 清人

清水 博 (SLTC) 鈴木 貴登

寺﨑 均 (SMTC) 長谷 俊輝

杉山 加寸秀 63 62 大胡田 礼和

蒲原 一浩 76(2) 石川 敬矩

長野 哲也 61 津吹 慎一

勝田 康隆 井熊 一成

小松 禎史 (メリーポピンズ) 62

小松 佑貴 (コスモステニスクラブ)

一般男子Cクラスコンソレーション（１セットマッチ）

杉山 加寸秀 杉本 康

蒲原 一浩 63 64 増田 大吾

小松 禎史 (メリーポピンズ) 鈴木 貴登

小松 佑貴 (コスモステニスクラブ) 長谷 俊輝

一般男子／混成初級クラス（１セットマッチ）

間宮 宏 (フリー) 大川 篤 (SMTC)

土屋 国彦 (あおやま庭球塾) 75 64 大川 玲子 (アスルクラロ沼津)

吉原 由紀路 稲葉 達也
吉原 和成 近藤 まゆみ

古田 孝臣 64 吉田 唯人

中村 祐輝 76(3) 61 61 望月 重樹

篠原 容子 (明電舎) 齋藤 有央
高田 政美 (フリー) 芹澤 亮佑

飯塚 仁敏 62 63 松尾 和良

杉江 裕彦 齊藤 春樹

一般男子／混成クラスコンソレーション（１セットマッチ）

齋藤 有央 古田 孝臣

芹澤 亮佑 64 63 中村 祐輝

松尾 和良 篠原 容子 (明電舎)

齊藤 春樹 高田 政美 (フリー)

吉原 由紀路
吉原 和成 60

稲葉 達也

近藤 まゆみ
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