
【注意事項】
①　集合時間までに、チーム代表者はコロナ申告書持参のうえ、出席を本部まで届けて下さい。メンバー変更は出席時にして下さい。
②　７：２０～８：２０　練習コートを開放します。（１４面）　※駐車場は７：１５頃、開錠します。（ユリノキ）
③　怪我や盗難などは自己責任でお願いします。
④　試合中以外は、マスクの着用をお願いします。
【試合方法】
①　１セットマッチ。（４５歳以上はノーアド）。全対戦３試合行います。勝敗決定後は６ゲーム先取。
②　試合前の練習はサービスのみで速やかに試合開始をお願いします。
③　コロナ感染拡大予防につき、ベンチコーチはご遠慮下さい。

全員：9：00
表彰：BEST４以上

海野真司 東貴大 大畑裕 佐藤直樹

中部１位秋山雄亮 大塚真樹 佐藤公亮 宗田三四郎 中部2位
古屋健太 三輪大介 浦田貴史 西尾武蔵

宇佐美晶一 海野健太 3-0 2-1 長田紀晃 芹澤龍太郎

髙柳希旭 澤口智哉 高橋太一 青野智也

西武４位榑村　希 中村大希 佐藤直也 横井　涼 西武3位
佐藤洸介 マクミランルーク 稲垣文哉 高岡　翼

2-1 3-0 池谷拓実 中村　翔

森田佑輝 勝間田恭兵 中村泰斗 藤原龍矢

中部３位中村尚之 宮澤卓也 中村真星 藤原敬也 中部3位
飯塚祐登 高安陸 鈴木大登 大塚康平

2-1 3-0 鈴木瑞生 鷲巣祥久

鈴木基方 鈴木利門 吉見恒輝 太田悠介

西部２位長谷川新 中村晃大 中山　隼 若山裕貴 西武1位
佐合　巧 吉田祐基 新村泰樹 田中諒弥

北川稜馬

W1～W6：８：１５　　W7～W8：９：００
表彰：BEST４以上

W1
山﨑光夏 北村祐実 小澤麻由美 髙岡佳那子

西部１位鈴木晶子 大野実沙紀 坂井いず美 飯田莉帆 西部２位
新村亜理沙 内山　香 川合友梨亜 長尾成美

大橋　愛 2-1 3-0 吉見沙耶 阿部知邑

W2
駒村あゆみ 中川知聡 渡辺とも子 大蝶明日香

中部３位山田有美子 遠藤理穂 鏑木さくら 寺尾結莉 中部3位

佐藤恵理 石川琴乃 榎本佳那 長嶋真依

原美里 2-0 2-1 成島すみれ

W3
望月温子 川口香織 石川亜里子 宇佐見理名

中部２位山本美津子 立花みな美 内藤夏実 宇佐見真矢 西部３位

鈴木飛鳥 平尾唯 安冨茉奈 木村美波

山田奈美子 赤堀凪 3-0 2-1 成岡ゆい 栗木綾子

覚張　智代 大石　沙織 遠入睦季 岡田晴菜

東部１位原田　雅美 日吉　由加 村松南奈 池野彩織 中部１位

水口　早苗 萩原　羽奈 芹澤佑梨 提坂眞子

芹澤　幸恵 望月咲良 神谷慈美

2-1

3-0

M2
マインドサン ビボーンＴＣ

M4
佐鳴台ＬＴＣ Ａ．Ｓ．Ａ．Ｉ

竜南TC

M6

男子A

M1
しずおか焼津信用金庫 竜南TC　A

M5

M8

M3
アイテニスクラブ Baby　steps

M7

W6

女子

M-JAT

アオヤマクラブ
W5

STSS

W4
清水町ローンＴＣ

フォルボTC
W7

グリーンヒル
W8

静清グリーンTC



１R：８：１５
２R：９：３０

表彰：BEST４以上
深園　福 白井大介 中嶋陽来 森柚稀

西部１位青木　凌 佐久間健 鷲巣和哉 八木清貴 中部１位
伊藤祐毅 西川　健 市川智也 林康友

倉田晃洋 渡辺竜教

2-1 2-1

米澤剛至 岸山功治 山下璃人 大渕康平

中部３位大倉崇 花村泰地 関口和孝 鈴木廉央 西部２位
勝間田誉樹 谷澤翔太 古岡啓太 伊勢澤昂輝

2-1 2-1 三浦大輝 清水亮迪

永石　大誠 中山　聡一郎 小林　尭広 岩瀬　貴之

東部４位橋本　知孝 斎藤　秀夫 高山　秀樹 上原　謙一 東部３位
藤田　充 中根　郁哉 杉田　行紀 望月　陵太

喜多　健一郎内山　隆平 佐野　勇介

2-1 2-1

杉山武 山梨俊輔 堀池茂和 金子裕樹

中部２位和田素直 新田成 井谷健 加藤達矢 中部3位
佐藤忠道 石田貴大 長橋克彦 石田直也

鈴木貴裕 2-1 3-0 森本紳司 飯尾聡文

藤本雅史 鈴木寛史 福家崇司 松浦翔規

西部４位中村圭佑 宇津山恵介 佐久間真吾 多和啓志 西部３位
川村高大 影山卓矢 2-1 2-1 鈴木健太 玉澤信雄

佐藤雄人

渡邉　克久 差生　英昭 永田　昌大 上松 裕徳

東部２位山崎　淳一郎江口　淳彦 丸山　純 宇田　翔 東部１位
日原　隆志 監物　宏明 野澤　明宏 佐野　吉史

１R:８：１５ １R:８：１５
２R:９：００ ２R:９：００

表彰：１位２位 表彰：１位２位
山下基夫 山下雅人 鈴木享子 小出貴子

中部１位長嶋秀道 森岡克明 西部１位 齊藤佳代 山本亜紀
田中賢太郎 名執吉昭 永井良枝 信岡園子

3-0 3-0

加藤　和昭 千田　裕章 土屋　和子 小松　規子

東部１位長嶋　一雄 鳥居　正樹 東部2位 鈴木　真里子 佐野　洋子

杉本　秀隆 吉岡　信浩 望月　典子 長橋　美奈子

石内　　誠 田形　雄一 2-1 2-1

山下泰弘 村木久人 佐藤彰子 望月愛子

西部２位山口秀樹 生熊信人 中部２位 井沢康子 平田静香

松本竜一 伊藤晴康 時田千夏子 鈴木由紀子

田中丈士 清瀬慎一郎 2-1 2-1

遠藤　淳 松田　充功 松井かがり 河内幸子

東部２位土橋　初 佐野　偉隆 中部１位 萩原由美 小澤千晴

熊谷　真幸 河野　徳行 柿沼貴恵 片川かおり

平松　康弘 2-1 進藤優子 杉山容子 2-1

海野広規 河内幾生 石上峰子 佐藤友美

中部２位佐々木眞人 木下佳彦 2-1 西部２位 重松千代香 鈴木浩美 2-1
松澤敏明 杉村高光 木村美恵子 大塚由紀子

大椙直人

梅林隆由 寺島靖人 岡田　富恵 中野　眞由美

西部１位福田健太郎 伊藤雅文 東部1位 柿本　すみ子 卜部　総子

市川敦夫 夏目佳浩 浅田　よし子 平林　妙子

宮城嶋聡 大滝光紀

男子B

男子４５歳

MB4
TKB

WTC

2-1

MB9

女子４５歳

MB1
BTC

ホトニクス
MB8

MB3
旭化成

MB2
Fine　Base

ウンノストロベリーテニス　A
MB7

静岡ガス
MB10

MB11

MB12

４５M4
TAS-C

MB5
フォルボTC-Z フォルボTC-F

ダブルシープ　A
４５W3

タイム・テニス・チーム（T.T.T)

４５W1
佐鳴台LTC

４５M2
時之栖TC

４５W2

TAS-A

アクトスポーツ
４５W6

富士宮ファミリーＴＣ

MB６
クレストン

４５M6
NWTC

４５W5
マインドサン

４５W4
駿河台LTC

ウンノストロベリーテニス　B
４５M5

４５M3

４５M1
ウィンビレッジ　C


