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1 Aクラス 小林祐貴 ウインビレッジ 澤口愛子 Cool B !!
2 Aクラス 鬼頭英幸 CoCoa倶楽部 江口祐希 庭球道
3 Aクラス 戸崎信太郎 大地スポーツ 木村美波 大地スポーツ
4 Aクラス 森内真人 竜南 中川知聡 竜南
5 Aクラス 飯塚裕登 Cool B !! 寺田郁美 All Rounders
6 Aクラス 福間竜 千代 原香菜子 CoCoa倶楽部
7 Aクラス 山下雅人 CoCoa倶楽部 赤堀　凪 静清グリーン
8 Aクラス 望月　満 庭球道 渡辺　とも子 竜南
9 Aクラス 森口俊 静清グリーン 小倉優以子 芙蓉クラブ

10 Aクラス 森　悠人 静清グリーン 石川　琴乃 M-JAT
11 Aクラス 平尾 匠 静清グリーン 坂上 唯 静清グリーン
12 Aクラス 中村真星 Baby steps 木下彩香 ウインビレッジ
13 Aクラス 橋本 格 静岡大学 鈴木珠音 静岡大学
14 Aクラス 柳草汰 静岡大学 法月優衣 静岡大学
15 Aクラス 立花　修基 静清グリーン 立花　みな美 静清グリーン
16 Aクラス 西村正憲 love bouzu 西村美幸 love bouzu

1 Bクラス 青木俊公 庭球道 深尾由希子 庭球道
2 Bクラス 溝口慎二 竜南 鏑木さくら 嬉々
3 Bクラス 大倉 崇 Fine Base 杉山 靖佳 Fine Base
4 Bクラス 米澤 剛至 Fine Base 米澤 喜子 Fine Base
5 Bクラス 谷澤 翔太 Fine Base 織田 信央 Fine Base
6 Bクラス 二部 雄太 Fine Base 榎本 佳那 Fine Base
7 Bクラス 鈴木 潤 CoCoa倶楽部 佐野 いつか 頑打夢
8 Bクラス 杉山加寸秀 ウンノストロベリー 岡田美津子 ウンノストロベリー
9 Bクラス 堀　朝成 大地スポーツ 堀　優子 大地スポーツ

10 Bクラス 原田竜介 竜南 興津美帆 ルネサンス静岡
11 Bクラス 松尾　輝久 竜南 長嶋　真依 竜南
12 Bクラス 橋本佳典 嬉々 大石枝里子 ルシータ
13 Bクラス 大江　昌猷 竜南 早川　めぐみ ルシータ
14 Bクラス 杉村高光 千代 堀内時子 クレストン
15 Bクラス 山田通康 ウインビレッジ 山田輝美 ルネサンス静岡
16 Bクラス 野崎正成 頑打夢 池谷久花 ルネサンス静岡
17 Bクラス 櫻井達広 庭球道 武安祥子 庭球道
18 Bクラス 志村直樹 IMPACT 平垣美代子 ルネサンス静岡
19 Bクラス 青島卓也 庭球道 杉山孝子 庭球道
20 Bクラス 櫻井 直樹 ウインビレッジ 櫻井 美穂 ウインビレッジ
21 Bクラス 脇坂真司 YODAX 鈴木かおり CoCoa倶楽部
22 Bクラス 木川大輔 竜南 林亜矢子 ルネサンス静岡
23 Bクラス 遠藤陽介 北條会 荊沢舞子 北條会
24 Bクラス 勇内和秀 ウインビレッジ 寺田倫子 ルネサンス静岡
25 Bクラス 庄司澤浩二 STC 庄司澤貴美代 STC
26 Bクラス 剣持　茂 竜南 中井　美樹子 竜南
27 Bクラス 鈴木大介 CoCoa倶楽部 高田紗智子 ウンノストロベリー
28 Bクラス 出島　卓明 庭球道 仲田　夕子 STC
29 Bクラス 木村益宏 北條会 佐野奈緒子 北條会
30 Bクラス 金清 博 Fine Base 松山 直美 Fine Base
31 Bクラス 高橋 重晴 Fine Base 高橋 寿美 Fine Base
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1 Cクラス 関義則 千代 関操 千代
2 Cクラス 豊島竜太 DIP 望月美智子 DIP
3 Cクラス 石田　悠馬 DIP 永嶋　奈津美 DIP
4 Cクラス 土勢 憲一朗 ルネサンス静岡 松永 美保 ルネサンス静岡
5 Cクラス 高田学 ルネサンス静岡 高田光恵 ウンノストロベリー
6 Cクラス 斉藤努 CoCoa倶楽部 斉藤美帆 CoCoa倶楽部
7 Cクラス 伊藤 学 Fine Base 八木 恵 Fine Base
8 Cクラス 水野 健児 リックス静岡 新田 祐美 ルネサンス静岡
9 Cクラス 加古　大貴 嬉々 加古　幸歩 嬉々

10 Cクラス 河内　景太 竜南 漆畑　有紀 嬉々
11 Cクラス 小川公宏 庭球道 小杉明世 庭球道
12 Cクラス 佐藤彰洋 北條会 天野千絵 ルネサンス静岡
13 Cクラス 蒲原一浩 北條会 山梨香澄 北條会
14 Cクラス 加賀谷一博 ルネサンス静岡 加賀谷康代 ルネサンス静岡
15 Cクラス 草間博志 千代 草間由有子 ウンノストロベリー
16 Cクラス 岩辺武 DIP 児玉幸美 DIP
17 Cクラス 大野文征 ウインビレッジ 井浪きくえ 庭球道
18 Cクラス 高田 耕作 ウンノストロベリー 伊藤 安希 ウンノストロベリー
19 Cクラス 遠藤竜治 北條会 宮下謡子 北條会
20 Cクラス 山本昌生 ルネサンス静岡 山本有香 ルネサンス静岡
21 Cクラス 竹田 秀幸 Fine Base 八木 裕美 Cool B !!
22 Cクラス 本間雄大 リックス静岡 本間ほのか リックス静岡
23 Cクラス 中村祐輝 高瀬カレッジ 増田さゆり ルネサンス静岡
24 Cクラス 早川英雄 ルネサンス静岡 早川由紀子 ルネサンス静岡
25 Cクラス 黒木健介 ONE 黒木ともみ Fine Base
26 Cクラス 吉田唯人 クレストン 上村ゆかり クレストン
27 Cクラス 望月重樹 クレストン 岡本尚子 クレストン
28 Cクラス 鈴木槙吾 DIP 坂川明果 DIP
29 Cクラス 大坪　開登 ウンノストロベリー 碓井　裕梨 リックス静岡
30 Cクラス 影山文彦 TKB 熊岡　るみ子 TKB
31 Cクラス 八木隆典 ウインビレッジ 竹内 緑 ウインビレッジ
32 Cクラス 笹井　康三 スター精密 笹井　有紀子 スター精密

1 シニアクラス 山本　邦晴 CoCoa倶楽部 村井晴子 RIZE↑↑
2 シニアクラス 川原孝昭 ルネサンス静岡 生駒貴子 ルネサンス静岡
3 シニアクラス 水野卓也 日本平クラブ 城島智恵 ウインビレッジ
4 シニアクラス 佐々木　眞人 ウンノストロベリー 山本　美津子 静清グリーン
5 シニアクラス 良知　正彦 ウンノストロベリー 米村　なつき 草薙TC
6 シニアクラス 森永尚 ウインビレッジ 杉本由里子 ウインビレッジ
7 シニアクラス 長嶋秀道 ウインビレッジ 藤牧美幸 ウインビレッジ
8 シニアクラス 中山　洋 千代 宇佐美　典子 ウインビレッジ
9 シニアクラス 伊東隆久 リックス静岡 伊東朝子 リックス静岡

10 シニアクラス 上村　鉄男 CoCoa倶楽部 上村　賀子 CoCoa倶楽部
11 シニアクラス 望月秀剛 しみずNTC 天野佐知子 草薙ジョイフル
12 シニアクラス 三ツ井　勝司 STC 千葉　順子 STC
13 シニアクラス 鈴木　善光 庭球道 新藤　和子 庭球道
14 シニアクラス 梶山啓二 Baby steps 梶山聡子 ウンノストロベリー
15 シニアクラス 杵塚明彦 クレストン 泉　里佳 クレストン
16 シニアクラス 土門洋二 竜南 岡部和美 竜南


