
第49回 沼津市長杯ダブルステニス大会
2022年5月8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）

加藤 幹也 佐藤 泰樹
根上 朝光 86 平尾 匠 

杉山 寛隆 (伊豆テニスフォーラム) 86 宮本 貴史
森方 健一 (アドバンテージ) 82 加藤 大貴

監物 宏明 86 高橋 カイアン涼太 (アクトスポーツクラブ)

小川 勝広 三木 翔太 (ワタナベテニスカレッジ)

86 加藤 陸 (O'PEACE)

上原 慶大 (GOTC)

一般男子Aクラスコンソレーション（１セットマッチ）

杉山 寛隆 (伊豆テニスフォーラム) 加藤 陸 (O'PEACE)

森方 健一 (アドバンテージ) 76(6) 62 上原 慶大 (GOTC)

宮本 貴史 監物 宏明
加藤 大貴 小川 勝広

一般女子Aクラス（８ゲームプロセットマッチ）

G率 順

井沢 康子 (ＴＴＴ)

山田 奈美子 (静清グリーン)

足立 美智子
伊藤 あかね

宮本 梨紗 (メリーポピンズ)

白石 真弓 (O'PEACE)

70歳以上男子（１セットマッチ）

G率 順

庄司 一洋
赤堀 秀則

鈴木 政文
青木 隆始

片岡 結
和山 幸夫

一般女子Bクラス（１セットマッチ）

及川 真理子
山口 由紀 本間 ほのか

熊澤 歩 75 碓井 裕梨

芹澤 幸恵 63 山本 菜美

中川 玲子 60 北村 尚子

林 千加

一般女子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）
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50歳以上男子（１セットマッチ）

森本 紳司 神島 勝俊
長橋 克彦 60 64 長沢 和孝

平岡 卓 古田 榮
夏目 健児 62 高野 正一

藤井 正人 60 奥塩 一夫
森野 信行 63 谷川 和男

大石 琢磨 63 清 博幸 (ミノリアール)

大橋 一仁 62 佐野 貞治 (TAS)

山本 和之 63 掛川 健史
小林 幹成 鶴淵 洋二

長倉 文隆 64 60 大野 信也 (明電舎)

藤田 道雄 木本 年彦 (TCT)

50歳以上男子コンソレーション（ノーアドバンテージ６ゲーム先取）

藤井 正人 大石 琢磨
森野 信行 64 64 大橋 一仁

掛川 健史 藤井 正人
鶴淵 洋二 森野 信行

長倉 文隆
藤田 道雄 64

古田 榮
高野 正一

一般男子／混成初級クラス（１セットマッチ）

井沢 毅司 (ＴＴＴ) 栗田 清人 (フリー)

山田 智稚 (ルネサンス静岡) 62 76(3) 堀 直広 (西早稲田TC)

山脇 徹 篠原 容子 (明電舎)

島田 恒孝 75 高田 政美 (フリー)

望月 崇 61 山田 泰地
落合 修司 羽切 愛実

近藤 まゆみ 62 75 大場 陵平
稲葉 達也 田内 壱汰

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）

井沢 毅司 (ＴＴＴ) 篠原 容子 (明電舎)

山田 智稚 (ルネサンス静岡) 61 63 高田 政美 (フリー)

近藤 まゆみ 大場 陵平
稲葉 達也 田内 壱汰

一般女子初級クラス（１セットマッチ）

高野 智子 山本 恵 (ミノリアール)

尾崎 綾佳 61 飯田 伸子 (フリー)

菅原 陽子 62 杉村 陽子
松井 由美子 62 福田 のり子

平野 三枝子 62 田中 苺夏
古田 美奈子 井川 茜

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 高野 智子
古田 美奈子 60 63 尾崎 綾佳

杉村 陽子 田中 苺夏
福田 のり子 井川 茜

7 (トーシン)

8 (高瀬テニスクラブ)
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4 (フリー)
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一般男子Bクラス（１セットマッチ）

中野 博之 (メリーポピンズ) 木脇 康博 (フリー)

高宮 亨 (SMTC) 62 61 山口 統大 (コスモスTC)

吉川 和輝 根本 悠里
原 誠哉 75 61 矢崎 大智

加田 翁将 花村 泰地 (FineBase)

細谷 詢 63 大坪 開登 (グリーンポート)

江口 遼 (クレストン) 64 亀田 達也 (沼津市役所)

椎名 惇気 (山田中学校) 64 75 奥田 正洋 (トーシン)

杉山 恭平 伊藤 大
草刈 佑介 64 深澤 宏太

岩田 光平 63 渡辺 颯
池田 敬幸 大滝 宙夢

田中 洋一 64 64 相良 亜周
山田 章太 細谷 暖

小林 尭広 (O'PEACE) 75 江口 淳彦 (クレストン)

杉田 行紀 (富士市役所) 61 75 63 椎名 祐偉 (フリー)

鈴木 雅人 渡辺 和樹 (メリーポピンズ)

中村 明寛 62 62 河村 修 (TCT)

小西 順二 渡邊 駿
杉浦 由紹 75 田中 啓太

細川 公規 (フリー) 62 下村 海斗
杉山 雄紀 (あおやま庭球塾) 竹内 海渡

榊原 良文 62 63 坂口 剛
須田 康明 64 宮澤 裕太

飯田 唯斗 63 奥川 弘和 (フリー)

山崎 倫大朗 76(3) 寺﨑 均 (SMTC)

大波 智裕 61 鬼頭 和也
山本 昌生 田ノ上 秀雄

岩瀬 貴之 (SMTC) 62 60 長野 哲也
市川 禎久 (富士市役所) 勝田 康隆

61 高嶋 宏次
山本 裕和

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）

鈴木 雅人 伊藤 大
中村 明寛 63 63 深澤 宏太

大波 智裕 加田 翁将
山本 昌生 細谷 詢

木脇 康博 (フリー) 長野 哲也
山口 統大 (コスモスTC) 64 64 勝田 康隆

小西 順二 渡邊 駿
杉浦 由紹 田中 啓太

花村 泰地 (FineBase) 下村 海斗
大坪 開登 (グリーンポート) 65 64 竹内 海渡

杉山 恭平 鬼頭 和也
草刈 佑介 田ノ上 秀雄

飯田 唯斗 相良 亜周
山崎 倫大朗 63 64 細谷 暖

田中 洋一 中野 博之 (メリーポピンズ)

山田 章太 高宮 亨 (SMTC)
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準優勝 2 (フリー)

16

18

20

17

9 (フリー)

7 (TCT)

三位 8

5 (メリーポピンズ)

6 (フリー)

3

(フリー)

15

13 (アクトスポーツクラブ)

14 (ルネサンス)

11

12 (O'PEACE)

(フリー)

10 (富士通)

(アスルクラロ沼津)

4

23

24

25

21 (沼津東高校)

19

22 (アスルクラロ沼津)

29 (フリー)

(フリー)

26 (沼津西高校)

27 (O'PEACE)

優勝

75

30 (フリー)
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一般男子Cクラス（１セットマッチ）

川崎 卓弥 渡邉 元斗

佐倉 直樹 64 W.O. 曽根原 悠生

萩山 宣男 遠藤 陽介 (井出倉庫)

後藤 昭仁 61 村上 道輝 (Mfriends)

山内 遥翔 64 田口 哲朗

藤代 晃延 63 岡本 浩明

松尾 和良 76(3) 中村 岳洋
杉江 裕彦 安井 成豊

大塚 勝彦 62 75 吉田 唯人

土谷 亮介 62 60 望月 重樹

佐野 元胤 青木 陽宜

西原 重臣 60 太田 出海

西尾 陸翔 63 澤 直輝
曽根原 悠生 62 長澤 碧音

本間 雄大 (リックス静岡) 61 杉山 加寸秀 (ウンノストロベリー)

鈴木 柊也 (KohwaTC) 山本 晃弘 (北條会)

丸山 幸男 (フリー) 61 61 津吹 慎一
飯塚 仁敏 (ドリームロード) 野田 貞春

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）

澤 直輝 松尾 和良
長澤 碧音 65 63 杉江 裕彦

山内 遥翔 津吹 慎一

藤代 晃延 野田 貞春

西尾 陸翔 中村 岳洋
曽根原 悠生 64 61 安井 成豊

丸山 幸男 (フリー) 青木 陽宜

飯塚 仁敏 (ドリームロード) 太田 出海

一般女子Cクラス（１セットマッチ）

石塚 苺花 遠藤 公子

石塚 梨花 62 62 平井 真由美

遠藤 としえ 江口 茉那
住沢 はるな 椎名 恵麻

間々田 由美子 (SLTC) 60 64 粉川 美佐子
袴田 つねみ (つねマル園) 60 62 志田 一視

山口 ゆいり 星 文江

柴田 紗弥 佐藤 京子

大石 沙織 (TEAM TAKAI) 64 62 渡辺 未枝子 (Buddy Buddy)

水口 早苗 (清水町ローン) 桐戸 陽子 (TEAM TAKAI)

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 としえ 石塚 苺花
住沢 はるな 62 62 石塚 梨花

粉川 美佐子 山口 ゆいり
志田 一視 柴田 紗弥

2 (フリー) 11

(暁秀高等学校)1 (フリー) 10

三位 5 (M- friends) 14 (クレストン)

(cocoa倶楽部)

4 (ドリームロード) 13 (フリー)

3 (アスルクラロ沼津) 12

(アスルクラロ沼津)

準優勝 6 (DIP) 15 (暁秀高等学校)

7 (暁秀高等学校) 16

8

9

17

9 18

優勝

9

8

61

(アクトスポーツクラブ)

10

(フリー)

6 (富士宮TLC)

優勝

準優勝

3 (アスルクラロ沼津)

7 (暁秀高等学校)

18 (TEAM TAKAI)

13 (フリー)

15 (暁秀高等学校)

5

4 (アスルクラロ沼津)

1 (本日庭球日)

2 (Buddy-Buddy)

3

7 (D‘s TC)

8 (フリー)

1 (本日庭球日)

4 (アスルクラロ沼津)

62

16 (アスルクラロ沼津) 4 (ドリームロード)

三位

2 (Buddy-Buddy)

(TEAM TAKAI)


