
令和４年度　静岡市クラブ対抗テニス大会

女子１部

６／１１（土） 有度山 No.１～４　　　８：１０～８：２５
No.５～１６　　９：００～９：１５

　　　※駐車場に限りがありますので、１チーム３台厳守でお願いします

渡邊由紀子 鈴木陽子 四ツ田昭美 市川晶子

１ 小長谷雅子  池田千鶴子 小林正子 青木美樹子 ９
福住亜矢 土屋珠美 鈴木陽子 古川由紀子

鈴木珠音 　
21 21

酒井　真美 木内　真衣子 望月香 新藤和子

２ 仲田　夕子 永田　恵子 尾坂道子 石亀久美子 １０
扶滋倉　芳子 庄司澤　貴美代 杉山孝子 武安祥子

増田　明美 　
15-14 21 21 13-7

鈴木　はる美 鈴木　かおり 藤牧美幸 宇佐美典子

３ 秋本　理絵 荒井　陽子 杉山千晶 岩崎博子 １１
寺田　郁美 石原　香澄 田代千佳 望月あき

井出　伊公子 　

30 21
和田恵子 興津里香 小川真鈴奈 東由貴

４ 則武裕子 長島可代子 宗賀紫野 寺田沙穂里 １２
青木美那海 上村賀子 山西奈々子 石川麻衣

一木奈津希 浦田まりあ

日吉宣子 中村聖子 杉山 靖佳 高橋 寿美

５ 城島智恵 後藤寿子 榎本 佳那 本田 圭美 １３
大長喜代子 杉本由里子 堺澤 祥子 渥美 友貴

　 　

21 30

松本智子 篠原範子 澤口愛子 山田みのり

６  大石枝里子 西田智香子 西村美幸 遠入睦季 １４ 14-11
早川めぐみ 櫻井美穂 準優勝 三浦貴子 鈴木浩美

山梨裕子 加藤尚 　

30 30
山本美津子 山田奈美子 平井 弥鈴 尾崎 陽子

18-7 ７ 鈴木飛鳥 立花みな美 優勝 大橋 由佳子 石垣 由佳子 １５
平尾唯 赤堀凪 石川 実加 谷 洋子

望月温子 　

21 21
法月　優衣 橋戸　レナ 大椙敦子 森川明代

８ 木下　澄子 横山　千秋 村上佳子 河内幸子 １６
副島　里美 杉山　豊子 中村千賀 沼里明子

　 増田淳子

静清ｸﾞﾘｰﾝ A 千代 A

ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ A ｳﾝﾉｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ A

Fine Base A

ﾙｼｰﾀ A Cool B !! A

All Rounders A ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ C

20

30 30

CoCoa倶楽部 A

ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ B

ACE A

8×4 A

全選手、新型コロナ対策申告書に記入をし提出して下さい

ｳﾝﾉｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ B

STC A 庭球道 A



令和４年度　静岡市クラブ対抗テニス大会

女子２部

６／１１（土） 有度山 全チーム　　　８：１０～８：２５

　　　※駐車場に限りがありますので、１チーム３台厳守でお願いします

原美里 山田有美子 渡辺みゆき 望月早恵子

１ 佐藤恵理 中川知聡 優勝 浜崎礼子 紅林みつ子 ９
石川琴乃 遠藤里穂 木村佐知子 村松陽子

 駒村あゆみ 中川教子 　
30 30

小阪幸恵 清水有里 鈴木眞弓 島村ふく代

２ 増田みゆき 牧野敦子 瀧亜矢乃 瀧本敬子 １０
岡崎深幸 杉本望 松永訓子 平垣美代子

　 　
30 30

18-6

海野直子 台千秋 土屋　越子 守谷　洋子
16-11 ３ 村松美晴 増田紀子 鈴木　ゆかり 山本　菜美 １１

竹内緑 上田理恵子 長橋　美奈子 松山　尚美

大塚美穂子 　

30 21
渡辺とも子 真木夢乃 髙田紗智子 望月道乃

４ 林亜矢子 鈴木寛子 梶山聡子 伊東朝子 １２
増井碧 八木恵 準優勝 小菅幸子 萩原見和

宮下謡子 　

佐藤彰子 井沢康子 鷲巣 愛子 小杉 伸江

５ 時田千夏子 望月愛子 米澤 喜子 澤野 由樹子 １３
平田静香 鈴木由紀子 黒木 ともみ 孕石 順子

　 松山 直美

30 21

三室みち江 黒田富子 石上和枝 海老名裕子

６ 川口佐千子 大石久美子 犬塚あつ子 臼井千里 １４
竹下由美子 三浦みどり 永田ひとみ  佐藤陽子

　 杉山初江

19-10

30 21
大川喜久子 杉山雪乃 向島愛子 鈴木鈴子

７ 宮垣直美 澤入綾子 橋爪美千代 山田文子 １５ 13-11
野呂繁美 鈴木晴海 櫻井絵実 南谷千代子

　 　

21 21
加藤　由起美 星野　孝子 村松真由美 市川豊子

８ 伊藤　郁子 村井　晴子 戸塚葉子 川島美奈 １６
神谷　久美子 影山　智津子 井尻広美 須藤賀子

　 根本あや子

ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ E ｳﾝﾉｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ E

ｳﾝﾉｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ D ﾚ･ｽﾍﾟｸﾃ A

Fine Base B

HKTC A 高瀬ｶﾚｯｼﾞ A

ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ D 芙蓉ｸﾗﾌﾞ A

20

30 30

ﾙﾈｻﾝｽ静岡 A

TTT A

M-JAT A

ｳﾝﾉｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ C

全選手、新型コロナ対策申告書に記入をし提出して下さい

RIZE↑↑ A

庭球道 B IMPACT A



令和４年度　静岡市クラブ対抗テニス大会
女子３部

６／１８（土） 草薙 全チ－ム　８：１０～８：２５
　　駐車場（ユリノキ広場）　　１チーム３台厳守

　　※協会ホームページより駐車券を出力し必要事項を記入の上
        車内フロントの見える位置に置いて下さい

 柏木久子 萩原千尋 青山みゆき 永島楓

１ 加藤圭子 横山敦子 川本まき子 森彩 ９
中井美樹子 齋藤朋子 郷原彩 大橋風香

齋藤由奈 小澤歌子 　

21 30

深尾　由希子 渡邉　幸 原澄枝 石垣範子

19-8 ２ 三田村　聖子 中村　文柄 毛利奈保子 安達雅子 １０
鈴木　江里 郷渡　真由加 増田結花 森朋愼

打矢　麗 崎田千代子

21 30

水野　香 池田仁美 鈴木奈知代 内藤悦子

３ 岡田美津子 杉本　緑 小澤由紀子 栗山俊江 １１ 19-12

永嶋奈津美 山梨則世 田中映子 松永恵

　  西川洋美 内藤真琴

21 21
藤波佳子 谷絹與 塚本朋子 米村なつき

４ 小沢令子 鈴木珠實 松永博子 菊川祐子 １２
加藤礼子 萩野富美子 大村奈菜 興津泰子

　 　

立間　浩代 池田　千津子 泉里佳 岡本尚子

５ 西田　さなみ 高井　陽子 堀内時子 橋本妙子 １３
加藤　由佳 和田　絵里佳 戸塚由妃 鈴木典代

　 宮部由彩

21 30

戸塚洋子 杉山由佳 宗野直子 杉山弘美

６  長嶋真依 北村祐実  亀山友子 竹内京子 １４
成島すみれ 大蝶明日香 優勝 武田京子 野崎由美子

芳村洋子 浅倉咲穂 鈴木　雅代

12-9 18-11

30 30
増井　敦子 藤田　聡美 小川　美智代 高木　詩子

７ 天野　佐知子 望月　順子 浮田八愉子 鶴田　典子 １５
市川　美晴 早川　千津 伏見　美智子 近藤　小姫子

江崎　由美子 　

21 30
大石　礼子 髙橋　みさ子 佐野いつか 安中志重

８ 並木　郁乃 山本　厚子 七宮志織 池谷久花 １６
清宮　由紀子 望月　敦子 準優勝 永田紋華 松野彩音

　 畑真純

草薙ｼﾞｮｲﾌﾙ A ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ F

ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ G 頑打夢 A

ｸﾚｽﾄﾝ A

竜南 A BBC B

ｳﾝﾉｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ F RIZE↑↑ B

21

21 21

静岡倶楽部 A

YODAX A

中島 A

草薙TC A

全選手、新型コロナ対策申告書に記入をし提出して下さい

Kohwa TC A

CoCoa倶楽部 B ﾙｼｰﾀ B



令和４年度　静岡市クラブ対抗テニス大会

 　女子４部

６／１８（土） 草薙 No.1,2,4,5,7,8,10,11 　８：１０～８：２５
No.3,6,9,12  　９：００～９：１５

　　駐車場（ユリノキ広場）　　１チーム３台厳守
　　※協会ホームページより駐車券を出力し必要事項を記入の上
        車内フロントの見える位置に置いて下さい

橋本順子 天野純代 高尾恵美子  小野田美幸

１ 一色輝美 小澤早織 03 21 井浪貴久江 谷美江 ７
篠崎園美 武藤則子 21 12 小杉明世  佐野統子

　 桜川真奈美 竹田晃子

清水祐美

明峰　霞 海野　浩子 優勝 中澤孝代 志田一視

２ 小松　美恵 萩原　晃子 30 12 吉川あゆみ  萩原智美 ８
佐野　奈穂子 森田　伸恵 30 03 澤野美幸 勝山雅子

原田　由紀子 粉川美佐子

濱口美佐子  岩崎妃公子 牧野 輝子 松田 明子

３ 鎌田由紀子 鈴木智子 03 21  漆畑 律子 又平 千代子 ９
外山真紀子 富田裕子 12 30 岩崎 順子 山本 里美

松田　由美子 小池 正子

駒形博子 立松王見 準優勝 堀　優子 相摸　年恵

４ 天野千絵 一杉有里子 30 30 生駒　貴子 栗田　珠子 １０
興津美帆 石上陽子 21 30 鴨志田　久美子 山本　貴子

　 　

堀田直子 石川育子 石川由紀枝 宮田かおる

５ 森はるみ 三好美須子 03 03 髙木信子 鈴木裕加子 １１
斉藤　緑 西角恵美 12 12 平野香 西澤淑枝

松本礼子 　

青木記久子 五十嵐　藍 中川　直美 樋口　弥生

６ 石井　ゆき子 加賀谷　康代 12 03 堀越　和子 石川　弘美 １２
長谷川　さなえ 清川　千津子 21 21 島村　香帆 依田　博世

　 　

●１回戦ラウンドロビンの試合順 ●勝敗の決定方法

　　１．上 vs 中 　　１．勝ち対抗数の多いチーム

　　２．上 vs 下 　　２．全チーム１勝１敗の場合　勝ち試合数の多いチーム

　　３．中 vs 下 　　３．ゲーム取得率の高いチーム

葵NTC A

ﾙﾈｻﾝｽ静岡 B

BBC A

静岡倶楽部 B

とんきｰず A

大地ｽﾎﾟｰﾂ A

草薙TC B

ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ H

Hi-ball A

YODAX B

全選手、新型コロナ対策申告書に記入をし提出して下さい

高瀬ｶﾚｯｼﾞ B

20

21 20

庭球道 C



令和４年度　静岡市クラブ対抗テニス大会

女子５部

６／１８（日） 草薙 　全チ－ム　８：１０～８：２５
　　駐車場（ユリノキ広場）　　１チーム３台厳守

　　※協会ホームページより駐車券を出力し必要事項を記入の上
        車内フロントの見える位置に置いて下さい

児玉幸美 遠藤公子

１ 望月美智子 今井里弥

本多澄美 平井真由美

　

w.o

住井梨沙 大石葉月

２ 一場綾 北澤ゆずか

守山茉里 沖野真悠

　

21

広野清子 藤原美佳

w.o ３ 山口弥生 一圓亜矢子 準優勝
小笠原晴美 鈴木裕子

竹田京子

21
青島世史子 安藤裕美子

４ 小澤佐英子 花崎真由美

大橋太実 鈴木みゆき

　

相原　真弓 平岡　真理奈

５ 増田　さゆり 高橋　沙季

斉藤　美帆 望月みずほ

　

21

望月みね子 小倉陽子

18-5 ６ 藤田範子 坂部みゆき

大嶽江梨花 反町晶子 優勝
　

30
山口とし子 川崎なつ代

７ 長田幸子 水野恵子

火物智子 増田裕美

　

30
山本　正美 杉山　佳代子

８ 田中　なつめ 鈴木　祐子

小澤　志奈子 堀池　淳子

　

全選手、新型コロナ対策申告書に記入をし提出して下さい

JR東海静岡 A

ﾃﾆｽﾁｰﾑ ﾄﾓ A

DIP A

草薙TC D

21

ｸﾚｽﾄﾝ B

草薙TC C

CoCoa倶楽部 C

YDET A



令和４年度　静岡市クラブ対抗テニス大会
男子１部

６／１２（日） 草薙 全チ－ム　９：００～９：１５
　　　　　　駐車場（ユリノキ広場・エノキ広場）　　１チーム３台厳守
　　※協会ホームページより駐車券を出力し必要事項を記入の上
        車内フロントの見える位置に置いて下さい

海野真司 秋山雄亮 中山隼 淺井良介

１ 古屋健太 宇佐美晶一 優勝 吉野陽生 吉見恒輝 ９
東貴大 三輪大介 若山裕貴 成岡航

海野健太 　

w.o 30

北澤　俊介 紅林　崇 柳澤翔太 羽白康一

２ 酒井　正利 海野　哲平 丹下一平 木下恵介 １０
市川　祐太朗 齋藤　弘樹 柳草汰 鈴木龍樹

　 　

30 21 14-13

佐藤公亮 浦田貴史 立花修基 宮下龍一郎

w.o ３ 佐藤直樹 宗田三四郎 望月大輔 森口俊 １１
長田紀晃 森内真人 森悠人 平尾匠

　  

30 21
鈴木 徹 石垣 豊 太田哲也 高田雅也

４ 菊川 達雄 北川 重晃 三浦翔太 中村翔 １２
中山 洋 平井 匠 村松雅也 曽根祐太郎

小川 涼太朗 　

中村泰斗  草間智史 柴山哲也 林康友

５ 鈴木瑞生 大塚康平 準優勝 佐藤忠道 鷲巣裕哉 １３
鈴木大登 藤原龍矢 松岡謙吾 森柚稀

杉澤 克 長島優希

30 21

山下　基夫 長嶋　秀道  横山裕太 鷲巣　雄一

６ 石垣　卓哉 安藤　友 田中　孝明  竹内　達哉 １４ 15-12
七條　正典 長嶋　秀太 古郡　龍郎 小池　湧也

　 白井淳也 前田　大輝

前田　憲洋

21 21
米澤 剛至 大倉 崇 松尾輝久 橘田光裕

16-10 ７ 谷澤 翔太 花村 泰地 武田逸邦 森山康介 １５
鈴木 徹 佐野　世志也 戸塚宏輝 青山哲

　 　

30 30
海野　広規 大椙　直人 小柳津　翔太 村松　哲也

８ 河内　幾生 松澤　敏明 小林　祐貴 矢作　慶太 １６
市川　智也 中嶋　陽来 竹田　慧 横山　恵亮

佐々木　眞人 　

ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ B ｸﾚｽﾄﾝ A

30

Fine Base A 竜南 B

ｳﾝﾉｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ B ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ A

30

竜南 A 静清ｸﾞﾘｰﾝ A

千代 A 庭球道 A

21

Baby steps A ｳﾝﾉｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ A

全選手、新型コロナ対策申告書に記入をし提出して下さい

しずおか焼津信用 A 静岡県庁 A

静清信金 A ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ C



令和４年度　静岡市クラブ対抗テニス大会

男子２部

６／１２（日） 草薙 全チ－ム　８：１０～８：２５
　　　　　　駐車場（ユリノキ広場・エノキ広場）　　１チーム３台厳守
　　※協会ホームページより駐車券を出力し必要事項を記入の上
        車内フロントの見える位置に置いて下さい

石田直也 石田貴大 陰山　直幸 川口　航平

１ 長橋克彦 加藤達矢 優勝 江本　渉太 鈴木　躍士 ９
西松遼 堀池茂和 小関　真史 金子　裕樹

　 大町　純也

30 21

西村　正憲 谷川　和男 橋本 知孝 小林 鉱史

２ 上野　陽介  八田　貴史 内藤 安博 林 謙二 １０
杉本　哲也 山本　啓介 八木 清貴 川尻 茂雄

後藤　雅則 山田　隼人 　

17-9 21 30

洞口 昌基 成田 忠明 増田和久 斉藤努

３ 八木 淳一 佐野 嘉則 松井広善 小木友樹 １１ 16-11

笠井 浩 松嶋 忠男  川崎大地 西田稜

　 竹田浩嵩 杉山大河

21 21
高橋尚矢 谷雅仁 堺澤　裕二 青木　優人

４ 富田恭行 栗田和明 平田　哲夫  福森　耀平 １２
井谷健 鈴木洋之 本多　桂輔 辻　昌志

杉山登威 渡邉　智己

後藤章人 天野晴貴 芹澤龍太郎 土門洋二

５ 髙取時彦 櫻本寛仁 福本泰弘 横山竜 １３
矢野圭悠 小林悠人 溝口慎二 金城拓資

松下貴弘 岡本貴之

21 30

近藤崇 山谷哲司 加藤貴幸 良知友明

15-8 ６ 山本剛史 日吉彰 佐塚千尋  森岡克明 １４
神原秀星 井上幸士 河野征彦  櫻井達弘

河村隆一 木下俊也 岡安克弘

名執吉昭 16-11

21 21
吉田宗一郎 梶原広行 井口洋介 木村洋平

７ 高田祐 杉山ひさし 水田創 斎藤透 １５
内田勇人 内田天童 本間健人 及川高史

　 　

30 30
藤田　充 喜多健一郎 興津英基 澤崎健一

８ 岩谷貴司 谷澤光臣 鬼頭英幸 横山高久 １６
望月正貴 長島治雄 準優勝 山下雅人 中村尚之

高安陸 　

SPEC A FALKE A

CoCoa倶楽部 D CoCoa倶楽部 A

竜南 C

高瀬ｶﾚｯｼﾞ A ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ D

千代 B ｸﾚｽﾄﾝ B

21

21 30

しずおか焼津信用 B

静岡県立大学 A

静岡ｶﾞｽ A

静岡市役所 A

全選手、新型コロナ対策申告書に記入をし提出して下さい

love bouzu A

love bouzu B CoCoa倶楽部 B



令和４年度　静岡市クラブ対抗テニス大会

男子３部
全選手、新型コロナ対策申告書に記入をし提出して下さい

６／１２（日） 草薙 全チ－ム　８：１０～８：２５
　　　　　　駐車場（ユリノキ広場・エノキ広場）　　１チーム３台厳守
　　※協会ホームページより駐車券を出力し必要事項を記入の上
        車内フロントの見える位置に置いて下さい

藁科 俊治 小杉 真啓 湯本拓馬 小林翔

１ 仲田 雅行 川村 了平 優勝 準優勝 廣田恒久 廣田恒治 ９
鹿内 建雄 飯塚 祐登 岡崎克己 山口達博

　 小長谷雅史
21 30

高橋 重晴 伊藤 学 渡辺浩正 上田充月

２ 石上 陽介 金清 博 石橋伸一 平本敏明 １０
若杉 学 浅川 昭夫 池田晴憲 高田学

　 戸崎信太郎
20-13 30 21

杉山　武 和田素直 池田英俊 望月満

３ 鈴木貴裕 安本桂朗 青木泰史 坂野涼 １１ 19-8

山梨俊輔 新田　成 青木俊公 佐野靖浩

松林　賢 前島秀行

w.o 21
小野田聡 篠原敏夫 櫻井　翼 芝口　和義

４  一杉浩史 角皆光一 望月　秀剛 佐藤　泰樹 １２
櫻井健裕 竹澤侑来 大滝　直人 小林　正陽

久保田一輝 山下賢司 原田　大

寺田守 伊東薫 川元 秀倫 高橋 達文

５ 河合隆行 濱村亜津史 川村 広明 志村 祥平 １３
村松浩二 三輪忠司 二部 雄太 伊藤 有観

　 　

21 21

小川元夫 井上博文 柏木　茂 山下日出男

13-13 ６ 中田恭輔 鈴木孝治 横山文軌 堀川潤一 １４
和田力也 谷合賢司 夏目健児 藤原敬也

大江昌猷 齋藤友浩

12-11

30 30
木村　暢宏 下山　聡司 籔　哲洋 大野　文征

７ 永田　束 熊崎　智博 遠藤　淳 河合秀之 １５
植松　義行 在満　啓人 大石　竜 鈴木康弘

　 　

21 21
中井　毅 大川　敏樹 畔柳直之 鈴木大介

８ 佐々木　元彦 吉川　翔斗 山梨洋輝 高橋武司 １６
関谷　哲生 大川　雄生 長船知行 諸田幸生

　 甲谷聡士

北條会 A 静岡県庁 B

ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ E PSY A

Fine Base B

YDET A 中島 A

TKB A 庭球道 B

21

21 21

ACE A

RIZE↑↑ A

Cool B !! A

静清ｸﾞﾘｰﾝ B

TOMOEGAWA A

Fine Base C RIZE↑↑ B



令和４年度　静岡市クラブ対抗テニス大会

男子４部

６／１２（日） 西ヶ谷 全チ－ム　８：４０～８：５５

　　　※駐車場に限りがありますので、１チーム３台厳守でお願いします

増田 壽久 澤口 雅人 漆畑 貴大 大石 将志

１ 久野 龍彦 吉田 雅宏 優勝 久野 翔平 郷原 瑞樹 ９
松村 草汰 有海 和広 ｼﾙﾊﾞ ｼﾞｪｲｿﾝ 瀬川 良

松田 真明 　
21 21

澤端　啓介 橋本　佳典 秋山　裕紀 宮寺 禎之

２ 武田　芳幸 加古　大貴 八木 寛之 高橋 勝利 １０
河内　景太  築地　信人 ﾗﾏﾀﾏﾝﾏﾆﾗｼﾞ 鈴木　裕治

鈴木　崇之 　
16-10 21 30 18-7

岩辺　武 鳥海 健一郎 佐藤正勝 柴田和幸

３ 鈴木　慎吾 高橋　雄二 村山和裕 赤堀将規 １１
石田　悠馬 清水　信一 榊原貴 秋元敏幸

名嘉　匡史 　

21 21
高木将太  田畑稜 中神　正継 中嶋　一博

４ 西川雄希 今村悠紀 宮城島　弘司 藤本　尊三 １２
小長谷亮太 高木淳史 川崎　秀樹 橋本　和記

鈴木潤 　

加藤和明 隈本清和 杵塚明彦 渡辺拡光

５ 山本邦晴 有馬正人  粟屋祥彦 小玉英明 １３
滝浪元基 望月一宏 東城　大 中村真実

杉村健二郎 伊東隆久 上村鉄男

30 30

澄川法克 谷津倉政仁 杉山輝善 清水幸信

６ 畠沢良之  榊原良文 鈴木英行 土山悠太 １４
田口伸明 岡山史明 河島秀樹 志村高見

須田康明 三田村俊彦

14-10 14-8

30 30
杉山武 関谷勝成 岡本大彦 小倉跡夢

７ 夏目昌幸 細川公規 鈴木博喜 田代雄亮 １５
田辺俊博 美濃部直人 阿部耕也 望月一樹

　 原田拓弥

21 21
千代将司 南條裕二 深澤勉 富永翔大

８ 仁藤敦志 畠山友佑 佐藤貴徳 石川佳宏 １６
伊東将大 高柳昌大 準優勝 勝間田恭兵 鈴木健資

　 　

YDET B ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ F

T&co A 鈴与 A

ｸﾚｽﾄﾝ C

日軽蒲原 A CoCoa倶楽部 C

DIP A 鈴与 B

21

21 30

SPEC B

ｳﾝﾉｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ C

Cool B !! B

Baby steps B

全選手、新型コロナ対策申告書に記入をし提出して下さい

POMP A

嬉々 A RIZE↑↑ C



令和４年度　静岡市クラブ対抗テニス大会

男子５部

６／１２（日） 有度山 全チ－ム　８：１０～８：２５

　　　※駐車場に限りがありますので、１チーム３台厳守でお願いします

石田 哲 岩井 敏夫 山梨　裕太 勝間田　柚葵

１ 竹田 秀幸 孕石 愛雄 金城　確  鈴木　航 ９
藤波 進 永田 規人 大橋　俊和  山本　雄一郎

　 佐藤　敬人 下田　耕三

30 21

丸山一樹 伊藤貴大 大地肇 山崎智也

２ 鈴木直哉 黒木健介 岡村隆司 原田達也 １０
佐野智哉 佐々木渉 青木仁 片桐靖之

　 堀朝成

20-13 30 21

山崎晴光 中村暢秀 大波　智裕 乾　雄太

３ 上田正治 八木隆典 嵯峨　遥介 河島　康臣 １１ 16-13

神田明徳 森永尚 山本　昌生 高川　和也

若澤進 　

30 21
浅井 翔 厚木 優希 望月達允 田辺欣弘

４ 井筒 悠貴 木川 大輔 稲生利彦 竹澤修一 １２
田中 洋輔 野村 和輝 三木　潤 伊藤嘉也

山本 舜 　

赤松　剛 日下部　保夫 安中宏彰 鈴木潤

５ 森　吉宏 勝間田　敬泰 渡辺一磨 大森悠史 １３
秋本　潤一 出口　倫夫 野崎正成 相良光風

鈴木　達也 榎田聡一

30 21

杉山雄生 杉山　郁男 高山雄大 櫻井直樹

15-11 ６ 牧田　正之 森本　優 鈴木宏誌 小田佳幸 １４
田中　一州  鈴木寛治 準優勝 優勝 佐藤公彦 野添宏樹

望月 一之 　

18-6

30 21
松尾和良 杉江裕彦 酒井均 酒井将史

７ 齋藤春樹 飯塚仁敏 古澤公敏 水野卓也 １５
丸山幸男 藤川哲明 庄司沢浩二 村木豊雄

　 　

21 30
加藤英彦 関義則 田形進 山田勝尚

８ 関根浩史 杉山憲一 柴田毅 興津孝道 １６
谷田川誠一 増田敬久 野村武男 長島正卓

野口由紘 　

Dream Road A ﾈｯﾄｲﾝ A

IMPACT A ONE A

頑打夢 A

竜南 D ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ H

ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ I ﾙﾈｻﾝｽ静岡 A

21

21 21

POMP B

All Rounders A

Fine Base D

ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ G

全選手、新型コロナ対策申告書に記入をし提出して下さい

北條会 B

Triple Fault A 大地ｽﾎﾟｰﾂ A



令和４年度　静岡市クラブ対抗テニス大会

男子６部

６／１２（日） 有度山 No.１～４　　　８：１０～８：２５
No.５～１６　　９：００～９：１５

　　　※駐車場に限りがありますので、１チーム３台厳守でお願いします

安藤　一整 田中　静彦 佐藤　彰洋 八木　剛

１ 深本　昇 三浦　篤 原田　竜介 山本　義晴 ９
川嶋　三七男 進藤　弘之 遠藤　竜治 秋山　康仁

　 内山　宏佑

30 21

芹澤　圭徳 福地　庸浩 青山　優斗 北川　大悟

２ 松永　康弘 清水　貴 小澤　巧 管野　宏介 １０
 澤原　一博 納本　浩 準優勝 齋木　大輔 石丸　絋也

中島 宜明 望月　正義 　

18-8 21 30 18-12

高須　良平 桒山　太志 川口浩嗣 戸井口芳輝

３ 西山　知希 畑　芳樹 望月勇希 有馬文啓 １１
木村　卓 小島　紀栄 櫻井信仁  塩川和正

　 長尾祐希

21 30
植田賢司 山田純規 梅本　宏臣 山本　輝

４  亀屋大輔 滝田康利 鳥居　眞 杉本　守 １２
立開広 石田憲明 渡邉　達哉 松永　邦夫

米満秀行 　

稲葉　祐輔 川東　俊夫 渡邉　大 紅林　直人

５ 小川　温  松尾　剛志 西原涼介 堤　翔平 １３
相原　敏弘 山本　武則 岩田　和樹 堀内　謙人

中村　陽介 森　達真 片野　則広

21 30

豊泉善一 梶山啓ニ 山本　晃弘 中嶋　聡

６ 土谷亮介 岩本修 木村　益宏 増田　浩則 １４
増田滋夫 火物弘 蒲原　一浩 杉山　加寸秀

　 北條　正英

14-13

21 21
細川 貞男 吉岡 俊樹 豊島 竜太 佐野 元胤

７ 米澤 司 宮下 昌己 西尾慎二 松林 輝 １５ 16-10
堀田 綾兵 工藤慶太 遠藤陽介 西原重臣

　 　

30 21
 稲熊俊浩 佐原克哉 鈴木善光 石亀雅彦

８ 伊吹幸輝 梅林司 尾坂誠 阿部博 １６
宮崎雄佑 淀野貴士 優勝 出島卓明 小川公宏

 藤井俊介 櫻田勝大 　

DIP C DIP B

JR東海静岡 A 庭球道 C

ｸﾚｽﾄﾝ G

ｸﾚｽﾄﾝ D 北條会 D

Kohwa TC B ｳﾝﾉｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ D

20

20 20

ﾃﾆｽﾁｰﾑ ﾄﾓ A

静岡市役所 B

静岡倶楽部 A

静岡市役所 C

全選手、新型コロナ対策申告書に記入をし提出して下さい

北條会 C

IMPACT B Kohwa TC A



令和４年度　静岡市クラブ対抗テニス大会

男子７部

６／１２（日） 日本平 全チ－ム　８：１０～８：２５

　　　※駐車場に限りがありますので、１チーム３台厳守でお願いします

若月匡彦 久保田高幸 大石延秋 海野晃司

１ 栗田士郎 森下芳則 藤升俊充 山崎一真 ９
山下元章 赤堀朋樹 酒井雅士 鈴木勇太

　 　
21 w.o

久能 智矢 杉本 勇 草間 博志 石井 勝美

２ 朝比奈 知 村越 弘一 石川 一郎 須田 清彦 １０
森 大輔 久保田 智之 前田 一成  森 光行

 千代 慎也 貞方賢二
18-5 30 30

深山孝之 宮城嶋正仁 深江　真一 前田　利彦

３ 佐藤博志 大石弘文 前田　誠 田島　久通 １１ 18-5

青木英樹 鷲尾一寿 長澤　雅之 森脇　渉

　 池ヶ谷 勇登

30 30
杉山　徹 脇坂　真司 山村　直樹 森川豊彦

４ 藤山　裕 山崎　佑汰  武井　清 鈴木康史 １２
上松　裕徳 宇田　翔 優勝 清水宗茂 橋本 守

　 荻島 隆 相模 明

新井 康友 上原 吉史 石田　力也 内野　皓貴

５ 牧戸 優幸 八木 一弘 森　健一 石田　世一 １３
福島 広明 鈴木 順 本間　雄大 大坪　開登

石澤 明秀 　

30 21

大石 巌 赤堀 康之 井ノ口　弘洋 田中　啓太

６ 神谷 庄太 高島 惇 橋本　直彌 渡邊　駿 １４ 16-13
出口 貴 下出正巳 準優勝 赤波江　誠 大熊　遼

　 前田 憲佑

18-8

30 21
早川英雄 三輪一太 榊原　健太 石田　雄一郎

７ 市原玲 勇内和秀 鈴木　健太 鈴木　亮 １５
杉山舜也 川原孝昭 木村　翔 藍原　義朗

　 　

21 21
 山田　耕三 森　英樹 安間　隆之 西岡　卓俊

８ 高田　重利 與語　圭一郎 若宮　康弘 中川　千尋 １６
町　岳 萩原　孝哉 上中　雄也 芦沢　志国

松永　泰弘 園部　恭三

※試合進行が遅くなった場合、準決勝、決勝は草薙コートへ移動していただく場合が
　ありますので、ご承知おきください

ﾙﾈｻﾝｽ静岡 B YODAX C

静大教職員 A ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ J

Kohwa TC C

三菱電機 C 三菱電機 B

静清ｸﾞﾘｰﾝ C YODAX B

21

30 21

YODAX A

ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ K

ｳﾝﾉｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ E

ﾃﾆｽﾁｰﾑ ﾄﾓ C

全選手、新型コロナ対策申告書に記入をし提出して下さい

JR東海静岡 B

千代 E 千代 D



令和４年度　静岡市クラブ対抗テニス大会

男子８部

６／１２（日） 日本平 全チ－ム　９：００～９：１５

　　　※駐車場に限りがありますので、１チーム３台厳守でお願いします

木下 佳彦 飯塚 一男 戸塚達哉 伊藤重雄

１ 杉田 勝 杉村 高光 準優勝 岸本篤始 鈴木一人 ９
深澤 秀一 勝山 晃 舟橋良矢 北村太一

大橋 俊介  石川正之 青島卓也
21 21

相川雅紀 東将大 中川　哲也 細澤　一也

２ 高田耕作 野沢雅史 石川　裕章  池田　稔 １０
海野昌也 市川寿彦 鈴木　彰吾 沖野　駿

江崎達也 小池　響太朗 堀内泰宏
21 21 12-11

山田  通康 五島  孝祐 朝倉 毅 吉川泰輔
17-13 ３ 池田  直人 深川  裕右 白木宏典 長屋崇幸 １１

良知  道教 輿水  佑太 土屋英樹 一瀬裕之

源馬  耕一 池谷亨

21 30
影山文彦 山本薫 吉田　唯人  望月　重樹

４ 土田雅之 加藤大佳夫 池田　諭 池田　健 １２
菊池隆弘  柚木誠 杉村　航平 増田 航佑

杉村達也 山島　喜明

西尾　幸雄 岩崎　丈夫 滝波雄介 村井達郎

５ 古川　保裕 豊泉　年男 内野雄輝 森野郁矢 １３
勝又　弘 上田　高志 池田洋輝 長谷川倫大

　 永野　尚志

30 30

飯川友貴 古谷真理 海野　嘉明 久保田　陽一

16-7 ６ 五十嵐孝秀 守屋圭晃 植野　直樹 岩邊　滋 １４
江沢健人 竹下和希 久保田　清治 神戸　秀夫

　 　

30 21
岡本　浩明 田口　哲朗 剣持　茂 榛葉　記俊

７  外岡　仁 小林　和弘  内藤　正英 青木　伸也 １５ 19-8
小島　裕之 前澤　佑介 中村　英之 山田　英貴

永野　雅士 渥美　匡史 山本　進

30 30
原田裕己 原田龍之介 芳村直 杉山裕一

８ 松永 博 赤堀慎哉 高野哲 中山憲 １６
黒川陽平 海野健太郎 優勝 坂下　亮 袴田　昇吾

 菊池拓己 山内 涼 大槻　慧

※試合進行が遅くなった場合、準決勝、決勝は草薙コートへ移動していただく場合が
　ありますので、ご承知おきください

千代 C

ｸﾚｽﾄﾝ F

全選手、新型コロナ対策申告書に記入をし提出して下さい

あんたもﾃﾆｽ会 A

ｳﾝﾉｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ F YODAX D

ﾃﾆｽﾁｰﾑ ﾄﾓ B

ｸﾚｽﾄﾝ E 日本平ｸﾗﾌﾞ A

ﾙﾈｻﾝｽ静岡 C Hi-ball A

30

21 21

TKB B

静岡倶楽部 B

CoCoa倶楽部 E 竜南 E

ZAURUS A 河瀬衡器 A


