
No. 種目 選手名１ 選手名２ 所属１ 所属２

1 女子A 山崎 恵美 赤堀 汐 ウンノストロベリー 静清グリーンテニスクラブ
2 女子A 小倉優以子 中谷友紀 ウィンビレッジテニスクラブ 芙蓉クラブ
3 女子A 赤堀 凪 篠崎 由貴子 静清グリーン 静清グリーン
4 女子A 大椙敦子 西村美幸 ウンノストロベリーテニス ウンノストロベリーテニス
5 女子A 多胡　佳美 水谷　由佳 cool B cool B
6 女子A 田代 千佳 宇佐美 典子 ウィンビレッジTKC ウィンビレッジTC
7 女子A 佐藤　彰子 井沢　康子 ＴＴＴ ＴＴＴ

1 女子B 小出記代子 小倉陽子 YDET YDET
2 女子B 水野 香 佐藤 知香 ウンノストロベリー チームトモ
3 女子B 大石　枝里子 西田　智香子 ルシータ ルシータ
4 女子B 島村登紀子 立間浩代 葵NTC YODAX SPORTS
5 女子B 佐野奈穂子 藤田聡美 小糸硬式テニス部 草薙ジョイフル
6 女子B 堀　優子 武安　祥子 大地スポーツ 庭球道
7 女子B 鷲巣　愛子 小杉　伸江 Fine Base Fine Base 
8 女子B 岩本睦 原田由紀子 ウンノストロベリー ウンノストロベリー
9 女子B 黒木　ともみ 井浪　貴久江 Fine Base 庭球道

10 女子B 澤野　由樹子 荒井　陽子 Fine Base CoCoa倶楽部
11 女子B 杉山　靖佳 高橋　寿美 Fine Base Fine Base 
12 女子B 八木　恵 真木　夢乃 Fine Base ルネサンス静岡
13 女子B 岡田美津子 池田仁美 ウンノストロベリー 庭球道
14 女子B 青山なつみ 関涼日 T＆Co T＆Co
15 女子B 早川めぐみ 杉本いずみ ルシータ ルシータ
16 女子B 興津　美帆 石上　陽子 Hi-ball ルネサンス静岡
17 女子B 望月みずほ 斉藤美帆 大地スポーツ CoCoa倶楽部
18 女子B 新藤和子 小阪幸恵 庭球道 庭球道
19 女子B 一杉有里子 天野千絵 Hi-ball Hi-ball
20 女子B 小澤由紀子 栗山トシエ 千代TC YODAX SPORTS
21 女子B 浜崎礼子 紅林みつ子 FNA FNA
22 女子B 深尾由希子 古川世奈 庭球道 ここあ倶楽部
23 女子B 平垣美代子 原香菜子 YODAX ルネサンス静岡
24 女子B 花田志重 寺田倫子 ボルテス ウインビレッジ

1 女子C 天野 佐知子 望月順子 草薙ジョイフル 草薙ジョイフル
2 女子C 増田結花 伊予泉多枝 ルシータ ルシータ
3 女子C 鈴木　祐子 田中　なつめ テニスチームトモ テニスチームトモ
4 女子C 清水有里 永嶋奈津美 庭球道 ウンノストロベリー
5 女子C 佐野いつか 森田泉 ボルテス ルネサンス静岡
6 女子C 中山ゆかり 佐藤智子 草薙TC 草薙TC
7 女子C 森　朋愼 濱口　美佐子 ルシータ リックス西奈
8 女子C 杉山佳代子 山本正美 チームトモ チームトモ
9 女子C 小澤佐英子 岩崎妃公子   B B C 草薙T C

10 女子C 青島賀子 花崎真由美 Don Perignon Don Perignon
11 女子C 加賀谷　康代 長谷川　さなえ ルネサンス静岡 ルネサンス静岡
12 女子C 浅野清子 高田光恵 ウンノストロベリー リックス静岡
13 女子C 志村 紗知 秋山 綾 しずおか焼津信用金庫 しずおか焼津信用金庫
14 女子C 三好美須子 斉藤緑 葵ＮＴＣ 葵ＮＴＣ
15 女子C 吉川あゆみ 鈴木智子 高瀬テニスカレッジ リックス静岡
16 女子C 小澤志奈子 堀池淳子 草薙TC 草薙TC
17 女子C 興津泰子 大村奈菜 草薙TC 草薙TC
18 女子C 平野香 八木知子 高瀬テニスカレッジ 高瀬テニスカレッジ
19 女子C 松澤佑香 野口久留実 POMP POMP
20 女子C 石川育子 森はるみ 葵NTC 葵NTC
21 女子C 伊藤 安希 増田 さゆり ルネサンス 静岡 ルネサンス 静岡
22 女子C 望月 あき 水野 恵子 ウィンビレッジ ウィンビレッジ
23 女子C 中川 直美 吉野 貴子 YODAX SPORTS YODAX SPORTS



24 女子C 児玉幸美 望月美智子 DIP ＤIP
25 女子C 高橋彩 安井彩華 POMP POMP
26 女子C 浅川幸子 髙戸美涼 ウインビレッジ ウインビレッジ
27 女子C 西川洋美 青山みゆき リックス静岡 ルネサンス静岡
28 女子C 小杉明世 高木幸世 リックス静岡 リックス静岡

1 女子100 加藤　圭子 柏木　久子 中島TC 中島TC
2 女子100 望月早恵子 竹内　緑 RIZE↑↑ ウィンビレッジ
3 女子100 松井かがり 増田紀子 FNA ウインビレッジテニスクラブ
4 女子100 渡辺とも子 細田與志子 竜南ＴＣ 竜南ＴＣ
5 女子100 杉山豊子 橋本敦子 ウインビレッジ ウインビレッジ
6 女子100 安達雅子 松本智子 ルシータ ルシータ
7 女子100 中村 しげみ 石川実加 FNA 千代テニスクラブ
8 女子100 小林正子 杉本由里子 ウンノストロベリー ウインビレッジ
9 女子100 城島　智恵 正田　祐子 ウィンビレッジ TIM

10 女子100 上村　賀子 望月　美奈 cocoa倶楽部 ＮＴＣ
11 女子100 中村聖子 副島　里美 ウインビレッジ ウインビレッジ

1 男子A 福間　竜 赤渕　元紀 ルネサンス静岡 ルネサンス静岡
2 男子A 鷲巣　雄一 坂野　涼 ウンノストロベリー 庭球道
3 男子A 植松 義行 宮城島 弘司 鈴与グループ体育文化会テニス部鈴与グループ体育文化会テニス部
4 男子A 谷澤　翔太 山下　和也 Fine Base Fine Base 
5 男子A 橘田　光裕 佐藤　忠道 竜南ＴＣ ウンノストロベリー
6 男子A 太田哲也 本間政博 庭球道 FALKE
7 男子A 岸山　功治 花村　泰地 Fine Base Fine Base 
8 男子A 大倉　崇 勝間田　誉樹 Fine Base Fine Base 
9 男子A 秋山雄亮 森悠人 静岡焼津信用金庫 静清グリーン

10 男子A 草間智史 鈴木瑞生 千代テニスクラブ Babysteps
11 男子A 中嶋瑞樹 森柚稀 ウンノストロベリーテニス ウンノストロベリーテニス
12 男子A 前田憲洋 古郡龍郎 cocoaテニスクラブ クレストン

1 男子B 脇坂真司 深澤孝明 ヨダックス ヨダックス
2 男子B 井上達也 岩田和真 CoCoa倶楽部 CoCoa倶楽部
3 男子B 松永博 福本泰弘 SOS 竜南テニスクラブ
4 男子B 澤端　啓介 鈴木　崇之 嬉々 嬉々
5 男子B 有馬　文啓 有馬　正人 ｳﾝﾉｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ ｳﾝﾉｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ
6 男子B 大塚友樹 勝山達基 しずおか焼津信用金庫 しずおか焼津信用金庫
7 男子B 小澤 巧 石丸 紘也 静岡県庁 静岡大学
8 男子B 中神　正継 中嶋　一博 Baby steps Baby steps
9 男子B 榎田 聡一 厚木 優希 POMP POMP

10 男子B 青木　泰史 出島　卓明 庭球道 庭球道
11 男子B 富田一樹 池田英俊 庭球道 庭球道
12 男子B 長尾祐希 野村周平 ウンノストロベリー DonPerignon
13 男子B 吉田宗一郎 今村悠紀 SPEC SPEC
14 男子B 米澤　剛至 志村　祥平 Fine Base Fine Base 
15 男子B 高橋　重晴 伊藤　学 Fine Base Fine Base 
16 男子B 石上　陽介 金清　博 Fine Base Fine Base 
17 男子B シルバ　ジェイソン 石川　貴文 POMP POMP
18 男子B 徳田舜 久野翔平 POMP POMP
19 男子B 多賀谷将史 深見　淳 Cocoa倶楽部 Cocoa倶楽部
20 男子B 遠藤　竜治 原田　竜介 Don Perignon Don Perignon
21 男子B 杉本哲也 山田隼人 lovebouzu lovebouzu
22 男子B 石橋　伸一 上田　充月 ＲＩＺＥ↑↑ ＲＩＺＥ↑↑
23 男子B 橋本佳典 加古大貴 嬉々 嬉々
24 男子B 早川英雄 市原玲 RIZE↑↑ ルネサンス静岡
25 男子B 木川大輔 溝口慎二 竜南テニスクラブ 竜南テニスクラブ



26 男子B 井筒悠貴 八木悠樹 POMP POMP
27 男子B 佐塚 弘 田中 洋輔 pomp pomp
28 男子B 仁藤敦志 畠山友佑 T&Co T&Co
29 男子B 増子　貴之 米澤　大河 DIP DIP
30 男子B 野添宏樹 谷川慧太 POMP ルネサンス静岡
31 男子B 山本義晴 佐藤彰洋 DomPerignon ウンノストロベリー
32 男子B 木村益宏 山本晃弘 DIP ウンノストロベリー
33 男子B 倉野　雅彦 田中　一彦 ウンノストロベリー ウンノストロベリー
34 男子B 山梨裕太 石川頌祐 ウンノストロベリーテニスクラブ DonPerignon
35 男子B 高原泰徳 勝間田柚葵 DomPerignon DomPerignon

1 男子C 片野則広 芹澤圭徳 クレストン IMPACT
2 男子C 池田　聖史 浅井　保 ＣｏＣｏａ倶楽部 ＣｏＣｏａ倶楽部
3 男子C 栗脇直哉 松倉勝昌 ルネサンス静岡 ルネサンス静岡
4 男子C 岡本大彦 依田政彦 ウインビレッジテニスクラブ ウインビレッジテニスクラブ
5 男子C 郷原瑞樹 漆畑貴大 POMP POMP
6 男子C 西山　知希 小島　紀栄 ルネサンス静岡 ルネサンス静岡
7 男子C 志村広明 佐藤拳 リックス静岡 リックス静岡
8 男子C 小倉跡夢 望月一樹 静岡ウインビレッジテニスクラブ 静岡ウインビレッジテニスクラブ
9 男子C 杉江裕彦 臼井哲也 城北クラブ 千代TC

10 男子C 堀　朝成 山崎　智也 大地スポーツ 大地スポーツ
11 男子C 坂田　和久 代田　宏明 ルネサンス静岡 ルネサンス静岡
12 男子C 高田　学 水野　健児 ルネサンス静岡 ルネサンス静岡
13 男子C 土勢　憲一朗 杉本　晃三 ルネサンス静岡 ルネサンス静岡
14 男子C 杉山加寸秀 坂田侑祐 ウンノストロベリー ウンノストロベリー
15 男子C 豊島竜太 鈴木槙吾 DIP DIP 
16 男子C 岡本浩明 佐野　淳 CoCoa倶楽部 ルネッサンス
17 男子C 杉山武 関谷勝成 YDET YDET
18 男子C 海野晃紀 稲葉勇気 ルレサンス静岡 リックス静岡
19 男子C 齋木大輔 渡部晋也 リックス静岡 竜南テニスクラブ
20 男子C 細川　公規 佐野　偉隆 DIP DIP
21 男子C 脇田一希 吉川直希 とんきーず とんきーず
22 男子C 松下明史 鈴木潤 ルネサンス静岡 YODAX SPORTS
23 男子C 安中宏彰 太田雄一 ボルテス ボルテス
24 男子C 小川公宏 藤原和久 ウンノストロベリー ウンノストロベリーテニス
25 男子C 岩辺 武 丹羽 健雄 Dip Dip
26 男子C 上村　鉄男 望月　顕治 cocoa倶楽部 ＮＴＣ
27 男子C 日高　秀太郎 宮本　敬史 オールラウンダーズ オールラウンダーズ
28 男子C 大熊遼 山田健人 三菱電機 三菱電機
29 男子C 柴田和幸 富永翔大 鈴与KTC 鈴与KTC

1 男子100 井上博文 川口浩嗣 BBC ウンノストロベリー
2 男子100 藤本康弘 藤本浩司 ルネサンス静岡 ルネサンス静岡
3 男子100 望月　満 佐野　靖浩 庭球道 リックス静岡
4 男子100 赤松　剛 三室　修史 オールラウンダーズ オールラウンダーズ
5 男子100 三ツ井　勝司 望月　秀剛 ＳＴＣ しみずＮＴＣ
6 男子100 栗田和明 土門洋二 しずおか焼津信用金庫 竜南
7 男子100 佐藤義則 山田通康 ウインヴィレッジテニスクラブ ウインヴィレッジテニスクラブ

1 男子120 山田勝尚 深澤勉 ONE BBC
2 男子120 柏木　茂 山下　日出夫 中島TC 中島TC
3 男子120 古川保裕 良知正彦 鈴与TC 鈴与TC
4 男子120 竹田　秀幸 川崎　秀樹 Fine Base Fine Base
5 男子120 勇内　和秀 佐々木　眞人 三菱電機硬式テニス部 ウンノストロベリー


