
第51回 小野杯ダブルステニス選手権大会
2023年1月15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）

大橋 俊和 渡邉 智己

森田 剛生 83 97 戸塚 航平

大橋 翔太 鈴木 賢治
宇野 有揮 98(5) 岡田 良勝

菅沼 慶太 (ミナミ) 81 溝口 慎二

古谷 拓 (y'sTc) 松野 旬記

加藤 幹也 82 82 本間 一喜

根上 朝光 86 82 前田 大輝

木川 大輔 安藤 基夏

芹澤 龍太郎 伊吹 幸輝

小川 憧大 86 97 青木 琉莞

飯塚 晃広 63 加藤 優作

上原 慶大 86

上原 範大

一般男子Aクラスコンソレーション（１セットマッチ）

加藤 幹也 大橋 俊和

根上 朝光 64 63 森田 剛生

鈴木 賢治 安藤 基夏
岡田 良勝 伊吹 幸輝

溝口 慎二
松野 旬記 62
本間 一喜

前田 大輝

一般男子Cクラス（１セットマッチ）

佐野 元胤 大塚 勝彦

西原 重臣 61 62 阿波 亮太

杉山 加寸秀 (ウンノストロベリー) 萩山 宣男

中嶋 聡 (北條会) 63 後藤 昭仁

佐藤 恵太 63 中島 宣明 (竜南)

村松 智幸 62 関根 浩史 (impact)

鈴木 剛 (フリー) 64 山田 通康 (ウインビレッジ)

秋津 崇史 (アクトSC) 良知 道教 (ルネサンス静岡)

土勢 憲一朗 60 75 渡邉 元斗

杉本 晃三 62 61 太田 出海

山田 泰地 渡邉 勇人

山田 章太 60 米山 祐介

松本 博 64 川口 和俊
原田 康久 長谷川 肇

中村 岳洋 63 60 五島 孝祐

臼井 人志 深川 裕右

杉山 泰 63

中島 光一

一般男子Cクラスコンソレーション（ノーアド６ゲーム先取）

佐藤 恵太 佐野 元胤

村松 智幸 61 61 西原 重臣

松本 博 杉山 泰
原田 康久 中島 光一

土勢 憲一朗 山田 通康 (ウインビレッジ)

杉本 晃三 65 64 良知 道教 (ルネサンス静岡)

川口 和俊 渡邉 元斗
長谷川 肇 太田 出海

萩山 宣男
後藤 昭仁 63
佐藤 恵太

村松 智幸

準優勝

三位

83

(竜南テニスクラブ)

準優勝

11

3 (フリー)

(フリー)

(DIP)

7 (ルネサンス静岡) 9 (フリー)

(本日庭球日)

16 (フリー) 14 (暁秀高等学校)

5 13(ルネサンス静岡)

(フリー)

3 1

三位 8 (チーム:M.O.) 17

9

(ルネサンス静岡)

7 (ルネサンス静岡) 16 (フリー)

6 (TCT) 15 (沼津市役所)

5 (ルネサンス静岡) 14 (暁秀高等学校)

優勝 4 13

2 11

75

(フリー)

3 (本日庭球日) 12

1 (DIP) 10 (M friends)

11 (ミナミテニスクラブ)

10

(フリー)

9 (ミナミ) 12 (フリー)

(O'PEACE)

7 (GOTC)

4 1

6 (ミナミ) 13 (時之栖TC)

(ミナミテニスクラブ)

5 (竜南テニスクラブ) 12 (フリー)

優勝 3 10 (竜南テニスクラブ)

4 (O'PEACE) 11

2 (スヌーピー) 9 (ミナミ)

1 (フリー) 8 (フリー)



第51回 小野杯ダブルステニス選手権大会
2023年1月15日(日)  沼津市営愛鷹運動公園テニスコート

一般女子Aクラス（８ゲームプロセットマッチ）

宮本 梨紗 (メリーポピンズ) 澤口 愛子 (cool B)

白石 真弓 (O'PEACE) 杉浦 ゆき乃 (メリーポピンズ)

桐戸 陽子 野中 久美子
南場 香里 工藤 えり子

一般女子Aクラスコンソレーション（１セットマッチ）

桐戸 陽子 62 野中 久美子

南場 香里 工藤 えり子

50歳以上男子（１セットマッチ）

石内 誠 平岡 卓

千田 裕章 夏目 賢二

大石 琢磨 62 味岡 浩

大橋 一仁 藤田 道雄

50歳以上男子コンソレーション（ノーアド６ゲーム先取）

大石 琢磨 63 平岡 卓

大橋 一仁 夏目 賢二

60歳以上男子（１セットマッチ）

藤井 正人 (明電舎) 原 一成 (伊東クラブ)

沖島 治大 (富士通) 河野 聡司 (アクトＳＣ)

桜井 達広 (庭球道) 62 鈴木 政文

大勝 眞 (トキワクラブ伊豆高原) 青木 隆始

60歳以上男子コンソレーション（ノーアド６ゲーム先取）

桜井 達広 (庭球道) 60 原 一成 (伊東クラブ)

大勝 眞 (トキワクラブ伊豆高原) 河野 聡司 (アクトＳＣ)

(高瀬テニスカレッジ)

18
優勝

63

4 (高瀬テニスカレッジ)

2 3

2

3

優勝 1 3
76(5)

2 (SCCテニスクラブ)

61

(高瀬テニスカレッジ)

2 (SCCテニスクラブ) 4 (あおやま庭球塾)

63
優勝 1 (時之栖ＴＣ) 3

(キヤノン)

2 4(TEAM　TAKAI) (キヤノン)

3

2 (TEAM　TAKAI) 4

82 84
1



第51回 小野杯ダブルステニス選手権大会
2023年1月15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）

江口 淳彦 (クレストン) 杉山 恭平

杉本 秀隆 (時之栖TC) 61 61 宮本 貴史

竹川 旭 富本 英輝

佐藤 充弘 61 三浦 雅矢

古根村 悠介 (常葉大学) 64 渡辺 颯 (沼津東高校)

古根村 勇 (フリー) 62 トーン チェイス (暁秀高校)

山部 順司 (リコー) W.O. 川崎 鈴央 (TCT)

風早 淳一 (フリー) 64 新井 俊弘 (フリー)

佐野 文都 61 藤山 裕
内海 琉星 62 森脇 渉

根本 悠里 渡部 晋也

海野 智敬 W.O. 増田 裕太

渡邉 琉海 (沼津工業高校) W.O. 津吹 慎一
高嶋 勲 (沼津金岡中学校) 野田 貞春

川端 優太 76(2) 60 小林 尭広 (O'PEACE)

脇坂 真司 杉田 行紀 (富士市役所)

萩原 大夢 62 63 河村 修 (TCT)

松原 大樹 62 60 飯塚 貴志 (ミノリアール)

中野 博之 (メリーポピンズ) 本間 英明

高宮 亨 (SMTC) 64 76(5) 木村 和哉  

坂口 剛 古川 瑛規 (O'PEACE)

榊原 良文 64 渡辺 和樹 (メリーポピンズ)

駒形 竜海 61 伊東 禎浩

井樋 大貴 澤出 和宏

和部 隼人 64 63 水野 徳夫
小松 佑貴 76(4) 山口 智己

大畑 智也 (金子塾) 75 石井 智大

深澤 宏太 (メリーポピンズ) 細川 裕紀

木下 信行 (キヤノン) 64 62 森野 信行 (明電舎)

嘉屋 ⼀樹 (富士桜) 62 中村 明寛 (Buddy Buddy)

木脇 康博 (フリー) 64 堀池 良輔

山口 統大 (コスモスTC) 久米 大造

大井 洋平 64 63 亀田 達也 (沼津市役所)

平井 湧 宮澤 裕太 (O'PEACE)

一般男子Bクラスコンソレーション（ノーアド６ゲーム先取）

佐野 文都 津吹 慎一

内海 琉星 75 62 野田 貞春

木脇 康博 (フリー) 本間 英明

山口 統大 (コスモスTC) 木村 和哉  

川端 優太 富本 英輝

脇坂 真司 61 63 三浦 雅矢

森野 信行 (明電舎) 水野 徳夫

中村 明寛 (Buddy Buddy) 山口 智己

古根村 悠介 (常葉大学) 根本 悠里
古根村 勇 (フリー) 60 60 海野 智敬

大畑 智也 (金子塾) 杉山 恭平

深澤 宏太 (メリーポピンズ) 宮本 貴史

伊東 禎浩
澤出 和宏 60

坂口 剛

榊原 良文

準優勝

63

三位

11 (O'PEACE)

(メリーポピンズ)

29

14 18

(アンナバンテニスクラブ)

(飛龍高校)

3 6 (フリー)

32 30

8 19 (本日庭球日)

(TEAM　TAKAI)

16 27 (コスモスTC)

(D'S TC)

(YODAX)

5 24

(フリー)

3

4

優勝 1

2

5 (D'S TC)

6 (フリー)

7

8 (YODAX)

9 (金子塾)

三位 10

11 (O'PEACE)

12 (チームmeiji)

16

13 (コスモスTC)

14

(メリーポピンズ)

19 (本日庭球日)

17 (フリー)

18

20

22

15

(YODAX)

23 (Kohwa Tc)

21

24 (TEAM　TAKAI)

25

26

27 (コスモスTC)

28

34

32

33

29 (アンナバンテニスクラブ)

(金子塾)

30 (飛龍高校)

31 (CMI)



第51回 小野杯ダブルステニス選手権大会
2023年1月15日(日)  沼津市営愛鷹運動公園テニスコート

一般女子Bクラス（１セットマッチ）

鈴木 真悠奈 (フリー) 長嶋 真依

矢頭 舞衣子 (y'sTc) 61 62 鏑木 さくら

藤井 淳子 (明電舎) 大石 沙織 (TEAM TAKAI)

芹澤 幸恵 (フリー) 62 水口 早苗 (清水町ローン)

穴久保 理美 63 萩原 羽奈

平林 美紀 浅賀 未来

永島 楓 W.O. 64 野呂 繁実
青山 みゆき 寺田 倫子

一般女子Bクラスコンソレーション（ノーアド６ゲーム先取）

大石 沙織 (TEAM TAKAI) 藤井 淳子 (明電舎)

水口 早苗 (清水町ローン) 65 63 芹澤 幸恵 (フリー)

野呂 繁実 大石 沙織 (TEAM TAKAI)

寺田 倫子 水口 早苗 (清水町ローン)

一般女子Cクラス（１セットマッチ）

原賀 麻里 (セイシェルTC) 山田 輝美 (ウインビレッジ)

小林 佳子 (フリー) 63 60 上岡谷 和美 (ルネサンス静岡)

渡辺 未枝子 山田 真綾

住沢 春奈 山田 明日香

井上 裕子 75 62 粉川 美佐子

福島 真奈 志田 一視

羽切 愛実 62 W.O. 山田 真希子

田中 苺夏 百瀬 洋子

一般女子Cクラスコンソレーション（ノーアド６ゲーム先取）

山田 輝美 (ウインビレッジ) 渡辺 未枝子
天野 千絵 63 64 住沢 春奈

羽切 愛実 羽切 愛実

田中 苺夏 田中 苺夏

一般男子初級クラス（１セットマッチ）

松田 由美子 大川 玲子 (アスルクラロ沼津)

植田 賢司 61 64 大川 篤 (ＳＭＴＣ)

篠原 容子 (明電舎) 吉原 由紀路

高田 政美 (フリー) 吉原 和成

間宮 宏 (フリー) 45(RET) 62 岡和田 真里奈

土屋 国彦 (あおやま庭球塾) 61 61 佐倉 直樹

内田 佐佳江 飯塚 仁敏

内田 理夫 杉江 裕彦

菅原 陽子 63 61 西村 圭美 (明電舎)

島田 恒孝 栗田 清人 (フリー)

一般男子初級クラスコンソレーション（ノーアド６ゲーム先取）

岡和田 真里奈 西村 圭美 (明電舎)

佐倉 直樹 75 62 栗田 清人 (フリー)

内田 佐佳江 吉原 由紀路

内田 理夫 吉原 和成

(SCCテニスクラブ)

(フリー) (明電舎)

優勝

準優勝

準優勝

4 7

8 10

5 (アスルクラロ沼津) 10

9 (ドリームロード)

(明電舎)

8 (SCCテニスクラブ)

6

7

4 (フリー)

3

優勝 1 (コリマー)

2
61

2 (Buddy Buddy)

4 4

4 (TCT) 8 (本日庭球日)

5

(TCT) (TCT)

(暁秀高等学校)

優勝 3 (フリー) 7 (高瀬TC)

64

1 5

2 (Buddy Buddy) 6

6 2

8 6(ウィンビレッジ)

4 (Kohwa TC) 8 (ウィンビレッジ)

準優勝 3 (SCCテニスクラブ) 7 (金子塾)

1 5 (竜南テニスクラブ)

2 6
06


