
主催：　　　

主管：　　　 静岡市テニス協会　行事運営委員会

期日：　　　 ２０２１年 １２月 ５日 (日)

会場： 清水日本平運動公園、有度山総合公園、西ヶ谷総合運動場

試合ボール： ダンロップフォート

開催種目： 男子ダブルス/A・B・C・壮年　　　　女子ダブルス/A・B・C・壮年

試合形式： Aクラス　：１タイブレークセットマッチ

B･C･壮年クラス　：１タイブレークセットマッチ（ノーアドバンテージ）

研修マッチ　：全種目６ゲーム先取ノーアドバンテージ（１試合のみ予定）

参加料： 3,500円/組　（お釣りの無い様にご準備下さい）

大会委員長： 大山　正信

大会委員： 亀山　大樹 植松　義行 鈴木　由紀子 波多野　謙次 中神　正継

《注意事項》

1 受付時間・試合方法を確認してください

2 受付時間内に本部に出席を届けてください

集合時刻に遅れると"失格"となって試合をすることができません
ただし、研修マッチには参加できます

3 服装は上下ともテニスウェアを着用してください

4 天候等により試合方法は変更される可能性があります

5 初戦敗退者による研修マッチを行いますので希望者は本部に届け出て下さい（１試合のみ予定）

6 雨天の場合でも必ず会場に集合してください

7 ゴミのお持ち帰りにご協力ください

8 練習コートの用意はありません

9 ウォームアップはサービスのみとします

・大会当日朝、必ず検温、健康チェックを行い、添付の「新型コロナ対策大会用申告書」
　に記入して、受付へお持ち下さい。
・当協会の設ける新型コロナ　対策に従わない方、及び、新型コロナ対策大会用申告書
　を提出しない方の参加はご遠慮していただきます

２０２１年度

結　　　果

静岡市、 （公益財団法人）静岡市体育協会



市民大会ダブルス2021

男子Aクラス 西ヶ谷 １回戦　９：００

２回戦　９：４５

藤田　充 CoCoa倶楽部 海野　真司 しずおか焼津信用

喜多　健一郎 CoCoa倶楽部 62 61 秋山　雄亮 しずおか焼津信用

米澤 剛至 Fine Base 八木清貴 ウンノストロベリー

岸山 功治 Fine Base 60 鷲巣雄一 ウンノストロベリー

髙安　陸 クレストン 64 勝間田　誉樹 Fine Base

櫻井　つばさ 【静岡市在住】 64 大倉　崇 Fine Base

小長谷亮太 リックス静岡 62 橘田　光裕 竜南

竹内達哉 リックス静岡 60 63 青山　哲 竜南

近藤崇 高瀬カレッジ 松下 結城 SPEC

多賀谷将史 高瀬カレッジ 76(2) 紅林 直人 SPEC

松尾　輝久 竜南 61 佐藤泰樹 静清グリーン

森山　康介 竜南 野上駿平 静清グリーン

東　貴大 しずおか焼津信用 61 60 長田　紀晃 竜南

高橋　尚矢 しずおか焼津信用 優勝 準優勝 浦田貴史 竜南

那須野孝太 【静岡市在勤】 高木敦史 【静岡市在勤】

築地正拓 YSG 76(5) 61 鈴木大登 FNA

白井淳也 千代 脇坂真司 YODAX

宇佐美晶一 千代 60 西田稜 YODAX

坂倉　慧 三菱電機 64 木川大輔 竜南

中谷 元紀 三菱電機 山本舜 POMP

榎田　聡一 ウインビレッジ 75 62 小川　涼太朗 千代

稲舛　宮芳 CoCoa倶楽部 63 福間　竜 千代

今井田蓮 静岡大学 61 青野博志  芹澤 竜南

鈴木泰地 静岡大学 61 青野優大 竜南

佐藤直樹 竜南 63 岩原 瑞季 静岡大学

宗田三四郎 竜南 橋本 格 静岡大学

中村尚之 クレストン 62 64 森内真人 竜南

勝間田恭兵 【静岡市在住】 近藤翔英 三菱電機

男子壮年クラス 有度山 １回戦　１０：００

２回戦　１０：４５

宮下龍一朗 静清グリーン 準優勝 優勝 土屋　正登 三菱電機

望月大輔 静清グリーン 63 62 石塚　宏 三菱電機

田中　一州 竜南 長嶋　秀道 ウインビレッジ

牧田正之 竜南 田中　賢太郎 静岡ガス

杉村高光 千代 63 鷲尾一寿 静清グリーン

笠井浩 千代 62 青木英樹 静清グリーン

藤田篤人 HTC 堀　薫之 ウインビレッジ

太田哲也 庭球道 鈴木　博喜 ウインビレッジ

竹田 秀幸 Fine Base 63 63 石垣　豊 千代

川崎 秀樹 日本シニア静岡 鈴木　徹 千代
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市民大会ダブルス2021

男子Bクラス 有度山 １回戦　８：００

２回戦　８：４５

二部雄太 Fine Base 中嶋一博 Baby steps

加藤達矢 静岡ガス 62 60 中神正継 Baby steps

鈴木直哉 Triple Fault 藤山裕 YODAX

黒木健介 Triple Fault 森脇渉 YODAX

田島久通 庭球道 62 64 大川　敏樹 ウインビレッジ

田島雅己 【静岡市在住】 61 63 佐々木　元彦 ウインビレッジ

橋本慎司 清水ローン 毛呂　紘己 三菱電機

水井　翔夢 清水ローン 63 60 大熊遼 三菱電機

谷澤 翔太 Fine Base 河内　景太 竜南

花村 泰地 Fine Base 加古　大貴 嬉々

米澤　紘平 三菱電機 64 63 堀田綾兵 DIP

赤波江　誠 三菱電機 佐野元胤 DIP

武田芳幸 嬉々 64 八木剛 北條会

築地信人 嬉々 76(4) 61 佐藤彰洋 北條会

川元 秀倫 Fine Base 小田佳幸 ウインビレッジ

伊藤 学 Fine Base 64 野添宏樹 ウインビレッジ

仁藤敦志 T&co

62 64 南條裕二 T&co

財満啓人 【静岡市在学】 勝山 達基 【静岡市在住】

松本圭正 【静岡市在学】 野崎 正成 頑打夢

青木　泰史 庭球道 61 63 畑　芳樹 Kohwa TC

前島　秀行 庭球道 西山　知希 Kohwa TC

青山優斗 Kohwa TC 62 63 佐藤公彦 ウインビレッジ

漆畑貴大 POMP 62 61 丹下一平 ウインビレッジ

有馬文啓 ウンノストロベリー 青沼陽成 【静岡市在学】

南川翼 ウンノストロベリー 金井右京 【静岡市在学】

岩辺 武 DIP 61 62 望月秀剛 しみずNTC

高橋　雄二 DIP 芝口和義 しみずNTC

鈴木躍士 清水ローン 米澤　司 DIP

江本渉太 清水ローン 64 62 五十嵐　孝秀 DIP

佐藤 忠道 TKB 優勝 本間　雄大 Kohwa TC

鈴木 貴裕 TKB 大坪　開登 ウンノストロベリー

伊藤洋 【静岡市在学】 62 62 田中幹久 ルネサンス静岡

杉山愛弥 【静岡市在学】 60 62 萩原英丈 CoCoa倶楽部

高橋 重晴　　 Fine Base 関 拓人 東海大海洋

金清 博 Fine Base 64 62 菅原 南海 東海大海洋

千代　将司 T&co 西尾慎二 DIP

池ヶ谷　圭太 T&co 本田望 DIP

金城　確 北條会 63 63 滝波雄介 テニスチーム トモ

鈴木　航 【静岡市在勤】 村井達郎 テニスチーム トモ

杉山加寸秀 ウンノストロベリー 61 75 61 横山　竜 竜南

山本雄一郎 ウンノストロベリー 岡本　貴之 竜南

出島　卓明 庭球道 61 井ノ口弘洋 三菱電機

坂野　涼 庭球道 62 64 谷山光貴 三菱電機

宮本 貴史 POMP 原田龍之介 大地スポーツ

加藤 大貴 POMP 62 63 朝倉昂大 大地スポーツ

澤端　啓介 嬉々 準優勝 溝口慎二 竜南

山田　智之 嬉々 佐野世志也 M-JAT

岡本大彦 ウインビレッジ 76(3) 62 高山 雄大 ウインビレッジ

原田拓弥 ウインビレッジ 櫻井 直樹 ウインビレッジ

斉藤 皇青 東海大海洋 60 64 佐藤朋樹 【静岡市在学】

外山 太誠 東海大海洋 62 61 四ノ宮豪 【静岡市在学】

橋本　佳典 嬉々 前田一成 千代

赤堀慎哉 【静岡市在住】 土山悠太 CoCoa倶楽部

大和田 健太 三菱電機 62 76(5) 根上朝光 POMP

橋本 直彌 三菱電機 加藤幹也 POMP
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市民大会ダブルス2021

男子Cクラス 日本平 １回戦　８：００

２回戦　８：４５

市原玲 ルネサンス静岡 野沢　雅史 ウンノストロベリー

早川英雄 ルネサンス静岡 62 60 植田　賢司 ウンノストロベリー

細澤一也 YODAX 吉田唯人 クレストン

斉藤 努 CoCoa倶楽部 望月重樹 クレストン

八木康祐 【静岡市在住】 75 w.o 杉山 泰 【静岡市在住】

野口俊一 【静岡市在住】 63 63 中島 光一 【静岡市在勤】

榛葉　記俊 竜南 影山文彦 【静岡市在住】

剣持　茂 竜南 山本　薫 【静岡市在住】

榊原貴 鈴与KTC 62 62 田中　啓太 三菱電機

佐藤正勝 鈴与KTC 63 64 優勝 渡邊　駿 三菱電機

木村益宏 北條会 東　将大 ウンノストロベリー

遠藤竜治 北條会 76(5) 61 高田　耕作 ウンノストロベリー

齋木大輔 Kohwa TC 石田悠馬 DIP

桒山太志 Kohwa TC 後藤陽平 DIP

吉村 済 三菱電機 62 63 飛松　保裕 ウインビレッジ

高島 惇 三菱電機 61 60 浅川　昭夫 ウインビレッジ

清水　宗茂 テニスチーム トモ 松崎　晃 テニスチーム トモ

橋本　守 テニスチーム トモ 武井　清 テニスチーム トモ

平野修史 【静岡市在住】 62 61 出口 貴大 三菱電機

長田崇一郎 HTC 前田 憲佑 三菱電機

納本英生 CoCoa倶楽部 村松伊吹 【静岡市在学】

上村鉄男 CoCoa倶楽部 65 w.o 矢野朱唯 【静岡市在学】

古田孝臣 高瀬カレッジ 柴田和幸 鈴与KTC

中村祐輝 高瀬カレッジ 富永翔大 鈴与KTC

松尾和良 Dream Road 62 76 山田　智稚 ルネサンス静岡

杉江裕彦 Dream Road 63 62 井沢　毅司 TTT

豊島竜太 DIP 田原渉夢 クレストン

鈴木槙吾 DIP 髙塚啓太 クレストン

長谷川正貴 クレストン 62 63 山村　直樹 テニスチーム トモ

杉山真司 クレストン 準優勝 山本　潤一 テニスチーム トモ

岡本浩明 CoCoa倶楽部 63 62 土勢 憲一朗 ルネサンス静岡

田口哲朗 CoCoa倶楽部 60 64 杉本 晃三 ルネサンス静岡

橋本　和幸 【静岡市在住】 増田佳紀 【静岡市在勤】

高木　陽介 【静岡市在住】 宮崎博文 【静岡市在住】

渡部 晋也 Kohwa TC 75 62 森健一 Kohwa TC

石田 力也 Kohwa TC 63 61 石田世一 Kohwa TC

中嶋聡 北條会 鈴木　柊也 【静岡市在住】

杉山豪 北條会 石川　直貴 【静岡市在住】

伊東隆久 【静岡市在住】 w.o 60 山本　晃弘 北條会

伊東　弘 【静岡市在住】 蒲原　一浩 北條会
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市民大会ダブルス2021
  

女子Aクラス 有度山 １回戦　１０：００

２回戦　１０：４５

中村瑛莉香 静岡市在住 打矢 麗 竜南

近藤碧 YSG 63 60 森  原　CoCoa倶楽部

深尾由希子 庭球道 小倉優以子 芙蓉クラブ

青木美那海 CoCoa倶楽部 61 中谷友紀 芙蓉クラブ

遠入睦 月季 常葉大学 60 富永まどか Baby steps

赤堀凪 静清グリーン 準優勝 優勝 富永はるか Baby steps

山本美津子 静清グリーン 江口祐希 庭球道

杉本恵子 静清グリーン 62 山田奈美子 静清グリーン

田代 千佳 ウインビレッジ 64 望月結彩 静岡英和女学院高

宇佐美 典子 CoCoa倶楽部 山﨑美侑 静岡英和女学院高

細田　與志子 竜南 63 61 和田恵子 CoCoa倶楽部

渡辺　とも子 竜南 渡邊由紀子 ACE

女子壮年クラス 日本平 １回戦　８：００

２回戦　９：３０

石川実加 千代 優勝 浜崎礼子 RIZE↑↑

中村しげみ 【静岡市在住】 62 61 紅林みつ子 RIZE↑↑

城島　智恵 ウインビレッジ 沼里 明子 ウンノストロベリー

正田　祐子 TIM 増田 淳子 ウンノストロベリー

村上佳子 ウンノストロベリー 61 佐藤 彰子 TTT

河内幸子 ウンノストロベリー 64 井沢 康子 TTT

高田紗智子 ウンノストロベリー 藤牧美幸 ウインビレッジ

杉山千晶 ウインビレッジ 杉本由里子 ウインビレッジ

望月　美奈 葵NTC 60 64 西村美幸 ウンノストロベリー

上村　賀子 CoCoa倶楽部 準優勝 大椙敦子 ウンノストロベリー
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市民大会ダブルス2021
  

女子Bクラス 日本平 １回戦　８：００

２回戦　９：３０

大塚美穂子 ウインビレッジ 優勝 高橋 寿美 Fine Base

武安祥子 庭球道 62 織田 信央 Fine Base

池田　美樹 ルネサンス静岡

62 62 矢野　留美子 ルネサンス静岡

長嶋真依 竜南 岡田　美津子 ウンノストロベリー

池谷久花 ルネサンス静岡 池田　仁美 庭球道

杉山 靖佳 Fine Base 63 63 早川めぐみ ルシータ

榎本 佳那 Fine Base 宮下謡子 北條会

林亜矢子 ルネサンス静岡 米澤 喜子 Fine Base

寺田倫子 ウインビレッジ 61 75 松山 直美 Fine Base

斉藤美帆 CoCoa倶楽部 出口　桂 ウインビレッジ

望月みずほ 【静岡市在住】 準優勝 宮本梨紗 POMP

石亀　久美子 庭球道 61 61 平垣美代子 ルネサンス静岡

鈴木　かおり CoCoa倶楽部 佐野いつか 頑打夢

一杉有里子 ルネサンス静岡 62 61 鍋岡直子 庭球道

天野千絵 北條会 杉山孝子 庭球道
8
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市民大会ダブルス2021
  

女子Cクラス 西ヶ谷 １回戦　８：００

２回戦　８：４５

大村奈菜 草薙TC 望月　あき ウインビレッジ

興津泰子 草薙TC 61 63 水野　恵子 ウインビレッジ

伊藤安希 ウンノストロベリー 平野洋子 リックス静岡

増田さゆり ルネサンス静岡 60 鈴木智子 草薙TC

郷渡 真由加 CoCoa倶楽部 61 優勝 大橋風香 Kohwa TC

渡邉　幸 CoCoa倶楽部 62 永島楓 Kohwa TC

広野　清子 【静岡市在住】 62 鈴木みゆき テニスチーム トモ

清宮　由紀子 ウインビレッジ 61 60 松永穂波 テニスチーム トモ

仲道　小百合 ルネサンス静岡 小杉明世 リックス静岡

瀧尾　依乃 ルネサンス静岡 63 川本まき子 リックス静岡

坂川明果 DIP 60 堀池淳子 草薙TC

永嶋奈津美 DIP 小澤志奈子 草薙TC

漆畑　有紀 【静岡市在住】 63 63 伊与泉多枝 ルシータ

鏑木さくら 【静岡市在住】 森朋愼 ルシータ

西田智香子 ルシータ 準優勝 76(5) 志村　紗知 しずおか焼津信用

櫻井美穂 ルシータ 61 須﨑　花佳 しずおか焼津信用

小澤由紀子 千代 山梨香澄 北條会

栗山俊江 YODAX 61 62 佐野奈穂子 北條会

鈴木祐子 テニスチーム トモ 市川美晴 草薙ジョイフル

鈴木里奈 テニスチーム トモ 64 髙木幸世 草薙ジョイフル

高橋　みさ子 ウインビレッジ 76(6) 堀内時子 【静岡市在住】

平野　香 ウインビレッジ 瀧亜矢乃 ウインビレッジ

濱口　美佐子 草薙TC 64 62 堀越　和子 YODAX

山本　貴子 リックス静岡 63 小泉　久見子 YODAX

高田光恵 ウンノストロベリー 76(4) 本間ほのか リックス静岡

田辺ひとみ RIZE↑↑ 75 碓井裕梨 リックス静岡

西川洋美 リックス静岡 62 望月美智子 DIP

青山みゆき Kohwa TC 今井里弥 DIP

山本正美 草薙TC 62 64 青島賀子 ルネサンス静岡

杉山佳代子 草薙TC 岩崎妃公子 草薙TC
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