
第43回 会頭杯ダブルステニス大会
2021年7月18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）

森内 真人 江口 淳彦 (クレストン)

宋田 三四郎 97 84 監物 宏明 (メリーポピンズ)

江崎 直幸 (リコー) 三浦 翔太 (袋井クラウン)

大橋 俊和 (イシバシTG) 本間 政博 (FALKE)

中村 尚之 (アイTC) 84 84 加藤 幹也

中村 翔 (NWTC) 根上 朝光

鈴木 賢治 (ミナミテニスクラブ) 84 83 勝間田 恭兵 (フリー)

高橋 直也 (FLAT) 長田 紀晃 (竜南TC)

一般男子Aクラスコンソレーション（１セットマッチ）

森内 真人 江口 淳彦 (クレストン)

宋田 三四郎 76(6) 62 監物 宏明 (メリーポピンズ)

鈴木 賢治 (ミナミテニスクラブ) 加藤 幹也

高橋 直也 (FLAT) 根上 朝光

一般女子Aクラス（８ゲームプロセットマッチ）

近藤 碧 杉本 恵子 (フリー)

中村 瑛莉香 84 81 大塚 美穂子 (ウインビレッジ)

宇佐美 典子 武田 郁美 (ZERO)

田代 千佳 97 山本 菜美 (富士通)

野口 優那 (ミナミテニスクラブ) 97 工藤 えり子 (キヤノン)

杉浦 ゆき乃 (メリーポピンズ) 木野村 菜穂子 (フリー)

日吉 留美 81 83 赤堀 汐

草ヶ谷 絢子 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）

日吉 留美 宇佐美 典子

草ヶ谷 絢子 60 61 田代 千佳

工藤 えり子 (キヤノン) 武田 郁美 (ZERO)

木野村 菜穂子 (フリー) 山本 菜美 (富士通)

50歳以上男子（１セットマッチ）

森本 紳司 山本 和之 

長橋 克彦 75 小林 幹成

原 一成 (フリー) 61 古田 榮

河野 聡司 (アクトスポーツクラブ) 64 平岡 卓

神島 勝俊 (トーシン) 60 遠藤 洋介

田中 洋一 (TCT) 早野 哲雄

50歳以上男子クラスコンソレーション（ノーアドバンテージ６ゲーム先取）

原 一成 (フリー)

河野 聡司 (アクトスポーツクラブ) 62
古田 榮

平岡 卓
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第43回 会頭杯ダブルステニス大会
2021年7月18日(日)  沼津市営愛鷹運動公園テニスコート

一般男子Bクラス（１セットマッチ）

加藤 陸 和部 隼人 (コスモスTC)

上原 慶大 62 W.O. 土屋 朝貴 (さくらTC)

高田 兜 宮澤 快
西山 昂成 61 和井内 竜斗

古根村 悠介 W.O. シルバ ジェイソン (POMP)

町田 晃啓 64 大石 将志 (メリーポピンズ)

沖島 治大 63 永田 隼一

杉浦 由紹 60 62 南雲 哲也

渡辺 光洋 (TCT) 矢尾 夏大

奥田 正洋 (トーシン) W.O. トーン チェイス

山部 順司 64 那須野 孝太 (グリーンヒルテニスクラブ)

下山 啓介 飯田 裕介 (フリー)

萩原 大夢 62 62 大野 信也 (明電舎)

松田 慧太 64 木本 年彦 (TCT)

中野 博之 (メリーポピンズ) 62 高宮 亨

山本 裕和 (SMTC) 60 75 高嶋 宏次

竹川 旭 駒形 竜海

佐藤 充弘 61 井樋 大貴

森野 信行 (明電舎) W.O. 岡山 史明

鈴木 雅人 (フリー) 61 榊原 良文

坂口 剛 62 大畑 智也 (箱根町役場)

宮澤 裕太 63 中野利 友樹 (フリー)

豊泉 悟崇 63 室井 亮

木下 信行 61 中岡 和也

飯塚 芳康 63 井熊 一成
能網 康仁 小林 将之

渡邊 成児 60 63 米澤 剛至 (Fine Base)

橋本 一樹 大倉 崇 (ウインビレッジ)

一般男子Bクラスコンソレーション（ノーアドバンテージ６ゲーム先取）

豊泉 悟崇 大畑 智也 (箱根町役場)

木下 信行 63 64 中野利 友樹 (フリー)

飯塚 芳康 井熊 一成
能網 康仁 小林 将之

山部 順司 高宮 亨
下山 啓介 61 61 高嶋 宏次
シルバ ジェイソン (POMP) 米澤 剛至 (Fine Base)

大石 将志 (メリーポピンズ) 大倉 崇 (ウインビレッジ)

古根村 悠介
町田 晃啓 64
森野 信行 (明電舎)

鈴木 雅人 (フリー)

一般女子Bクラス（１セットマッチ）

G率 順

藤井 淳子 (明電舎)

芹澤 幸恵 (フリー)

高田 みさ子 (ゲロッパーズ)

鈴木 美登里 (ミナミテニスクラブ)

鈴木 真悠奈
三橋 夏葵
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14 (ビボーンTC)

(フリー)

三位 8

9 (フリー)

10

11 (O'peace)

準優勝 1 (GOTC)

2 (加藤学園暁秀高等学校)

3 (常葉大学)

4 (富士通)

5

6 (リコー)

7

1 2 3 勝

3 (常葉大学)

10

52.9% 1

6 6 - 2 11 2 -

2 6 - 2 3 - 6 1

6 - 3 13 (フリー) 2 - 6

優勝

61

優勝

三位

12 (キヤノン)

13

6 (リコー)

17

25

27 (フリー)

22

28

(あおやま庭球塾)

(SMTC)

47.1% 3

50.0% 2



第43回 会頭杯ダブルステニス大会
2021年7月18日(日)  沼津市営愛鷹運動公園テニスコート

一般男子Cクラス（１セットマッチ）

亀田 達也 木脇 康博
米山 祐介 61 64 山口 統大

西原 重臣 (フリー) 鈴木 政文

片野 陽介 (MAXBET) 青木 隆始

八角 侑起 62 76(6) 奥川 弘和

八角 光起 63 62 小野 裕太

吉田 唯人 津吹 慎一

望月 重樹 64 野田 貞春

中村 明寛 (Buddy-Buddy) 61 古根村 勇

堤 僚平 (フリー) 後藤 昭仁

白砂 直樹 43(RET) 61 椎名 祐偉 (フリー)

石部 功 60 75 寺崎 均 (SMTC)

鈴木 柊也 高田 耕作 (高瀬TC)

石川 直貴 62 東 将大 (ウンノストロベリーテニス)

杉江 裕彦 61 早川 雄貴

杉山 舜也 大矢 泰正

川崎 卓弥 62 63 杉本 康
佐倉 直樹 61 61 増田 大吾

古田 孝臣 本間 雄大

中村 祐輝 大坪 開登

荻山 宣男 64 60 長倉 雅秋
栗田 清人 藤井 正人

一般男子Cクラスコンソレーション（ノーアドバンテージ６ゲーム先取）

西原 重臣 (フリー) 白砂 直樹

片野 陽介 (MAXBET) 64 65 石部 功

杉本 康 長倉 雅秋

増田 大吾 藤井 正人

鈴木 柊也 荻山 宣男

石川 直貴 63 63 栗田 清人

川崎 卓弥 高田 耕作 (高瀬TC)

佐倉 直樹 東 将大 (ウンノストロベリーテニス)

奥川 弘和 亀田 達也

小野 裕太 63 61 米山 祐介

古根村 勇 木脇 康博
後藤 昭仁 山口 統大

亀田 達也

米山 祐介 63

吉田 唯人
望月 重樹

一般女子Cクラス（１セットマッチ）

大石 沙織 (フリー) 桐戸 陽子

水口 早苗 (清水町ローン) 63 住沢 春奈

石田 敬子 60 熊澤 歩 (フリー)

福島 真奈 64 三枝 文子 (清水町ローン)

遠藤 敏恵 76(5) 安間 晃代 (マインドサン)

渡辺 未枝子 上松 緑 (エンジョイ)

一般女子Cクラスコンソレーション（ノーアドバンテージ６ゲーム先取）

遠藤 敏恵 大石 沙織 (フリー)

渡辺 未枝子 63 65 水口 早苗 (清水町ローン)

熊澤 歩 (フリー) 熊澤 歩 (フリー)

三枝 文子 (清水町ローン) 三枝 文子 (清水町ローン)

(明電舎)
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三位 8 (ドリーム)
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(TEAM・TAKAI)

(NMZ矢厚会)

1 (沼津市役所)

2

優勝 3 (フリー)

4 (クレストン)

5

6 (フリー)

10 (高瀬TC)

3 (フリー)

4

2 (フリー) 5

1

準優勝

6

(フリー)

2

20

7 (フリー)
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6 (フリー)

22
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1 (沼津市役所)
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三位

5

1

5
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(クレストン)
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2021年7月18日(日)  沼津市営愛鷹運動公園テニスコート

一般男子／混成初級クラス（１セットマッチ）

早田 明浩 (明電舎) 松尾 和良

竹原 佑 (フリー) 60 60 齊藤 春樹

井川 茜 (フリー) 山田 泰地
山田 章太 (TCT) 75 羽切 愛実

菅沼 厚仁 60 蒲原 一浩

外岡 一宏 75 62 山梨 香澄

吉原 由紀路 齋藤 有央
吉原 和成 62 芹澤 亮佑

飯塚 仁敏 61 間宮 宏 (フリー)

岡崎 祥士 土屋 国彦 (あおやま庭球塾)

(60) 島田 美聡
島田 恒孝

一般男子／混成初級クラスコンソレーション（ノーアドバンテージ６ゲーム先取）

山田 泰地 早田 明浩 (明電舎)

羽切 愛実 64 (60) 竹原 佑 (フリー)

齋藤 有央 島田 美聡

芹澤 亮佑 島田 恒孝

井川 茜 (フリー)

山田 章太 (TCT) 65

吉原 由紀路

吉原 和成

一般女子初級クラス（１セットマッチ）

萩原 羽奈 粉川 美佐子

大石 綾乃 64 志田 一視

平野 三枝子 63 田中 苺夏

古田 美奈子 63 田中 千夏子

田中 のぞ美 62 菅原 陽子

堤 麻衣 松井 由美子

61 田村 雅子
田村 恋々芽

一般女子初級クラスコンソレーション（ノーアドバンテージ６ゲーム先取）

平野 三枝子 平野 三枝子

古田 美奈子 63 60 古田 美奈子

田中 苺夏 菅原 陽子

田中 千夏子 松井 由美子

2 7 (TCT)

1 6 (ドリーム)

4 (明電舎) 9

準優勝 3 (フリー) 8

(フリー)

5 (ドリーム) 10

(フリー)

6

1

(フリー)

(フリー)

5

4

3 (フリー)

2

(フリー)

優勝
61

7

9

(TCT)

(明電舎) (アスルクラロ沼津)

(アスルクラロ沼津)11

(明電舎)

(北條会)

2

4 (明電舎)

1

11

優勝
62

2 (フリー)

5 (フリー)

2 (フリー)

6 (アスルクラロ沼津)

(アスルクラロ沼津)

7


