
2020 第19回静岡県駿東伊豆テニス協会クラブ対抗リーグ戦

リーグ名 チーム名 選手1 選手2 選手3 選手4 選手5 選手6 選手7 選手8 選手9 選手10

アクトスポーツクラブA 青木亮 秋山雄亮 垣内崇寛 勝間田恭兵 後藤匡宏 宮下龍一郎 沖健太 山本貴博

時之栖テニスクラブA 加藤優作 西山大貴 宮崎祐一 国府方雅晴 吉岡信浩 杉本秀隆 田中純 河西雅弘 鈴木大輔 青木琉莞

ミナミテニスクラブA 勝又 賢寛 遠藤 拓 勝又 基成 勝俣 伸三 飯塚 晃広 久津輪 勇介

ミナミテニスクラブB 中込 颯馬 村松 亮太 高橋 孝一 高橋 直也 水口 翔龍 桑田 裕也 中込 政樹 和田 英也 鈴木 賢治

アクトスポーツクラブC 宇野慶彦 関根康太 服部裕太 田中柊介 良本優太 ⾧田和音 杉本湧 田中伊織 露木良太 ⾧島佳祐

伊豆テニスフォーラム 喜多健一郎 川崎鈴央 杉本雅弥 渡邉浩利 日比野有高 佐々木浩 杉山 寛隆 新井俊弘 西島俊則 露木伸彦

クレストン 本間 海 江口 淳彦 差生 英昭 山崎 淳一郎 日原 隆志 渡辺 克久 上田 剛史 山本 悠斗

丹那テニスA 上野 陽祐 青野 智也 青野 達也 栗原 賀夫 日吉 光幸 渡辺 浩 渡辺 正信 渡辺 洋 毛利 秀一 青野 亨

ＯʼＰＥＡＣＥ-Ａ 榊原 良文 八野 和也 大橋 昭 小林 尭広 宮澤 裕太 齊藤 直仁 橋本 哲英 土屋 優太 根上 朝光 加藤 幹也

アクトスポーツクラブB 渡辺俊徳 西松遼 日吉滉平 佐藤貴弘 平野潤 古郡優磨

東レ 原田 頌太 森田 剛生 小島 哲也 宮下 知朗 鈴木 秀彦 山本 隆太 安部 茉秋 山下 修司 岩本 孝 小島 宏基

ABB日本ベーレーA 鴨野 恭平 千葉 悠暉 鈴木 柾寿 加藤 孝

SMTC-C 山本裕和 横山⾧治 塚田賢和 高嶋宏次 岩瀬貴之 大川篤 井上晃夫

リコー沼津 江崎直幸 鈴木優希 後藤寛 菅野博文 北野亨 下山啓介 野田和正 藤江洋平

ポリプラスチックスA 池谷 弘 小出 文彦 金塚 竜也 小澤 真一 渡邊 良太 佐野 吉史 高木 洋平 大石 幸一郎

協和キリンA 木内達人 松本健次 中村浩明 檀上友浩 黒柳寛明 本澤慶一 仁平開人

EVEN 森方健一 斎藤雅弥 木部貴規 佐藤幸彦 鈴木雄太 増田壮途 青柳進吾 高栖航 遠藤亮司

富士桜 伊藤 和正 土屋 貢一 尾嶋 秀明 嘉屋 一樹 萩原 明彦 矢羽多 義和 赤星 宗徳 本村 健治 鈴木 則夫

なんすん 平井 湧 林 直希 栗林 泰弘 大井 洋平 志村 勇次 鈴木 章 鈴木 健太 加藤 雅経 塚本 良太 真野 凌輔

アクトスポーツクラブE 高村洋平 秋津崇史 河野聡司 中川俊人 津島浩 佐藤卓也 加藤陸 松尾祐希 鈴木敬

丹那テニスクラブB 西島 丈夫 鈴木 賢太 綾部 聖 真野 健太 植村 将士 津田 暢亮 大庭 芳和 山本 敏昭 井上 高宏

臼井国際産業 藤巻 祐登 杉本 廉 塩谷 友麻 市川 順一 木村 哲二 藤田 隆夫 後藤 忠弘 藤井 智則 矢後 雄輝 丹澤 勝実

ゲロッパーズC 田代悟 相川和紀 絹川直志 石川雅哉 鈴木晃征 斎藤拓真 高橋健太 佐藤健太 佐藤俊太 高橋祐貴

アクトスポーツクラブD 椎名祐偉 佐田信幸 住吉太治 奥川弘和 海田吉輝

トキワクラブ伊豆高原B 大勝 眞 上原 朝彰 大勝 俊彰 大勝 健斗 高橋 勇次 村上 恵祐 村上 昇男

丹那テニスクラブC 小野寺 基 志賀 路夫 馬場 庄嗣 岡田 靖広 渡邊 宗則 稲木 直人 山岸 太輔 佐野 真也 中村 孝彦

ABB日本ベーレーB 高橋 由直 渡辺 治夫 鈴木 友也 中村 謙吾

清水町ローンテニスクラブD 木脇康博 佐野徹也 勝亦裕史 清水 博 大黒孝一 笹原静雄 堀池良輔 寺尾 直 大塚勝彦 間島紀和

旭化成B 生形 優典 中薗 修 勝俣 義之 吉村 健史 大川 達彦 鳥居原 英輔

トキワクラブ伊豆高原A 鈴木伸男 夏目幸太 清水秀征 内田圭亮 上原光朝 杉山太郎

清水町ローンテニスクラブＡ 眞田智 白男川裕之 丸山哲生 今井大輝 礒野修次 宮永一成 土屋勝裕 鈴木久敬 室野弘毅

ラポームTS 西村惟人 宮下春紀 加藤悠起 内村徳仁 大石将志 高畠俊樹 岡田和弘 新谷紀尚 宮下歩武

TGTC 石田 直也 田中 賢太郎 壹岐 源士 深澤 誠 森本 紳司 ⾧橋 克彦 田代 明彦 三枝 智賀広 加藤 達也 堀池 茂和

キヤノンA 上田 聡嗣 柏原 良太 伊藤 雅俊 田邊 真人 縣 伸一 茶谷 一夫 牧角 康平 小林 進介 川崎 靖弘

旭化成C 永石 大誠 橋本 知孝 谷澤 光臣 藤田 充 斎藤 秀夫 内山 隆平 木内 博已 大井 寛崇

SMTC-A 大野 祥起 宮本 貴史 杉平 成広 監物 宏明 椎田 真史 元 裕太郎 上原 謙治 中野 博之 遠藤 陽介

清水町ローンテニスクラブ B 干場 隆司 河野 求 杉本 陽介 鈴木 敏文 前田 隆正 百瀬 功 山口 高範

ゲロッパーズA 土屋光弘 佐野貞治 岩瀬正典 松田充功 平松康弘 高城正行 ⾧田直樹 有馬誠 勝又優

東静測量設計 平田 正己 秋本 康晴 佐藤 勇一 高橋 哲也 杉山 恭平 松尾 祐希 草刈 佑介 横井 晴彦 鈴木 正明

SCCテニスクラブA 大和田兼一 植野亮 石川祐也 齋藤慎哉 東海 新宮歩 川崎卓弥

SMTC-B 渡辺和樹 杉山雄紀 厚木優希 勝又薫 西山友幸 小松禎史 岡山祐樹

O'peace B 鈴木克広 宮崎雄佑 斉藤圭 千葉貴之 小林透典 杉山巧樹 坂口剛 伊藤秀隆 小倉 永 杉本和明

キヤノンB 木下 信行 石田 功 坂田 志朗 工藤 和秀 新藤 剛 池田 喜充 浜田 孝俊 豊泉 悟崇 土谷 利一

協和キリンB 山本拓矢 齊藤隼 村松宣利 三田穂高 西家靖 今井栄一郎 土谷昭浩 山下大樹

チーム・ニケ 大嶽輝晃 伊藤孝 大川徹 水口紀隆 佐々木正美 白方 太造 鈴木 敦 関 芳訓 関 浩芳 野村忠由

三島信用金庫 遠藤洋介 田中和也 平井僚 鈴木啓太 加藤大輔 羽鳥泰輝 垂水純 小平智貴 八木克仁 岩崎寛之

SCCテニスクラブB ⾧澤潤二 髙田和典 雨宮哲郎 大橋一仁 伏木邦博 大石琢磨

清水町ローンテニスクラブC 高野紀季 加藤昌弘 久米大造 田口孔黄 ⾧嶋敏一 遠藤信 鈴木英明 吉川芳孝 平野哲彦

ポリプラスチックスB 浦川正弘 大竹史幸 池田雅彦 村上道輝 中野篤志 池田聡 小金沢梨

⾧泉町役場 冨岡 晃 勝又 猛徳 大川 雄司 香西 直樹 小泉 一眞 佐藤 久敬

ゲロッパーズＢ 芹澤久一 内田賢 池谷洋 颯佐光訓 伊倉勉 岩瀬賢児 金子賢郎 芹澤正章

ぴろりんTC 井熊 一成 野村 正尊 勝俣 康一 城下 広之 畑佐 賢 小原 敦 熊谷 佳和

旭化成A 木田 仁史 鈴木 孝 外山 智久 ⾧田 啓太 小野 智史 中村 順司 今井 俊幸 讃岐 陽介 伊藤 和敬

東芝テック 閑歳 健太 釜本 俊一郎 谷池 祐樹 大嶽 純士 外川 友也 新井 勢士郎 尾木 雄貴 下村 卓 坂本 浩樹 川口 颯

ＳＣＣテニスクラブＣ 佐倉 直樹 岡山 太郎 米山 昌司 望月 彰人

時之栖テニスクラブB 加藤和昭 石内 誠 鈴木啓司 田形雄一 鳥居正樹 千田裕章 ⾧島一雄 野村英也 青山義昂 村川颯汰

Ｒ２−Ｄ１ 菊地 和弘 小播 勲 佐藤 厚 佐藤 誠也 白戸 羊 鈴木 剛 鈴木 充 勝呂 聡 日景 雅也 山本 直敬

ミナミテニスクラブA 勝又千恵子 小島圭美 勝又朱美 浅山園美 伊藤絵美子 野口優那 中茎咲希乃 加藤千晶 勝又彩美

TGTC 板倉寿子 伊藤典子 川島美奈 土屋春南 中野智子 ⾧橋美奈子 深澤幸子 丸山麻貴 山田奈美子 渡辺克子

アクトスポーツクラブA 野村友香 柿本すみ子 芹澤沙希子 鈴木薫 水口雅宥子 稲葉梨莉 櫻田しずか 里菜央 高田晴菜 鈴木香漣

伊豆テニスフォーラム 八木 礼子 安田 寿美子 鈴木 清美 松山 晶子 覚張 智代 宮永 京子 斉藤 容子 藤原 みつ子

時之栖テニスクラブ 室伏 なをみ 石内 多恵子 吉岡 ますみ 鈴木 宗恵 加藤 理恵 小林 舞 河野 真波 吉岡 沙恵 葛西 紗葵

クレストンA 杉本恵子 石井佐知子 杉浦ゆき乃 朝比奈恵理 植松史帆 高田香苗 大野春菜 芳沢あゆみ

アクトスポーツクラブB 足立美智子 卜部総子 木内真依子 差生さやか 澤口愛子 中野眞由美 平林妙子 山田るみ

丹那テニスクラブ 関口 知子 和田 恵子 宇佐美 典子 野秋 和美 栗原 ゆかり 日吉 留美 遠藤 節子 友森 智子

アクトスポーツクラブD 千葉富士子 原田真奈美 伊藤あかね 古川智代

キャノン 川原  牧子 工藤  えり子 市川  明美 古屋  瑞穂 田中  陽子 小宮山  淑恵 坂田  千恵美 野中  久美子

チーム・ニケ 赤池 勝美 植松文子 大岳春代 小栗令子 大津美香 芹沢晴海 宮本和子 望月寿美 和田光代

SMTC-A 平井 幸子 八木 真澄 辻 美智子 水谷 茂美 鹿野 綾香

ミナミテニスクラブB 勝又 ひとみ 岡田 順子 中村 貞子 八文字 陽子 末松 アケミ 小山 清美 勝俣 千穂 丹羽 弘子

アクトスポーツクラブC 浅田よし子 永田裕子 服部早苗 三輪清淨子 神農美代子 原君子 富岡則子

クレストンＢ 中村雅子 脇田志津子 加藤信子 伊藤優子 穎川ゆう子 山本真奈美 掛橋智美 荊沢舞子

ラミティエ 岡田 富江 西村 美恵子 廣江 節子 諸星 知子 植田 静香 金子 久美子 下田 まさ子 玉置 有里子 中山 令子

みやふじ静岡 平松 幸子 石川 孝枝 伊奈 奈保美 望月 恵三子 吉川 佳代子 竹林 愛子 安波 郁子 清水 愛澄 壹岐 幸

ゲロッパーズ 小林 昭子 高田 みさ子 佐藤 浩美 市川 美香 曽根崎 ともみ神田 京子 龍口 亮子

SMTC-B 尾田真理子 小澤奈央 山本のり子 大橋りか 遠藤公子 本多澄美 小澤葉月

アクトスポーツクラブF 大塚美里 勝呂早苗 高田留奈 日吉由加 吉田優美子

アクトスポーツクラブE 植松 由希 大嶽 江梨花 小倉 陽子 金子 紀子 榊 和江 坂部 みゆき 鈴木 尚美

BLC 姉川美和子 足立美智子 石川もとえ 佐々木啓子 佐野孝子 篠原範子 古郡恵子 細貝加代子 宮下恵子 山本幸子

東レ 鈴木 裕子 須藤 朝美 宗 江藤 成実 鈴木 晶子 ⾧谷川 裕子

なんすん 荒川 享子 勝亦 遥香 増田 晶子 加藤 早苗 堀内 美菜子 浅田 智子 浅田 しおり

清水町ローンテニスクラブ 山口 由紀 三枝 照代 小川 あい子 佐藤 京子 久保田 真由美山口 郁子 林 千加 金森 律子 溝口 宜見

SCCテニスクラブ 岡和田真里奈 杉本昭子 桝本弥玖 杉田かおり 穴久保理美 ⾧谷川香那 平林美紀

NEST 渡辺 未枝子 遠藤 としえ 木野村 菜穂子杉山 理子 北村 由紀子 金箱 陽子

協和キリン 吉岡紗衣子 日吉千浪 松本明日香 島井紀枝 ⾧田マユミ 浅野真由美 井上亜耶
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